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メインテーマ 

地域包括ケアシステム時代に求められる相談支援とは 

 

趣旨と目的 

 現在、地域包括ケアシステムが各自治体において実施されており、これからの保健医療福祉の重要な

ポイントとなっている。そして、平成27年に厚生労働省は「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サ

ービスの実現－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－」を発表し、地域全体で福祉を支える力の

再構築、質の高いサービス提供のあり方の検討が求められている。特に同ビジョンでは、「新しい地域

包括支援体制（全世代・全対象型地域包括支援）を実現するためには、複数分野の問題や複雑に絡む問

題を抱える対象者や世帯に対し、相談支援（対象者や世帯との相談と、それを踏まえて必要となるサー

ビスの検討、プランの作成など）を分野横断的かつ包括的に提供することが求められる」としている。 

このような状況において、地域包括ケアシステムを構築するにはサービス提供システムだけではなく、

『相談支援』のあり方そのものを再度確認する必要があろう。 

 そこで本大会では、相談支援に求められる政策的動向等を明らかにし、今一度これからの時代に求め

られる相談支援とは何か、相談支援に必要なソーシャルワークとは何かを考えたい。 

 

開催日時：2016 年 9月 17 日（土） 10:00 から 17:30 

 

会  場：東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山キャンパス ６号館（巻末地図参照） 

 

主  催：日本保健福祉学会 

 

  東京大会 大会長：藤林 慶子（東洋大学社会学部教授） 

       事務局：丸山 晃 （東洋大学助教） 

 

参 加 費 ： 

 大会参加費   会員：事前申込 2,000 円  当日申込 3,000 円 

         一般：事前申込 3,000 円  当日申込 4,000 円 

         学生：事前申込 2,000 円  当日申込 3,000 円 

         学生の場合は、当日受付において学生証の提示を御願いします。 

 懇親会費    5,000 円 東洋大学８号館１階 トレスダイニング 



事前参加登録申し込みについて： 

 ※１ 事前参加登録申込書は、日本保健福祉学会 WEB ページからダウンロードして下さい。 

※２ 事前参加登録申込者は、「第 29 回学術集会事務局」宛（2016hshss@gmail.com）に「事前参

加登録申込書」を E-mail で送信して下さい。 6月 18 日より、9月 1日 23 時 59 分まで事

前参加登録を受けつけます。 

※３ 事前参加申し込みをされる方は、9月 1日（木曜日）までに、下記の口座宛に、電信払込ま

たは電信振込により、事前申込参加費（懇親会参加者は懇親会費を含む）を振り込んで下さ

い。この振込によって、事前登録完了となります。後日、事前参加登録申し込みメール宛に、

事前登録完了確認通知を送信します。 

※４ 一旦振り込まれた参加費の払い戻しは受けつけませんので、ご了承下さい。 

※５ ゆうちょ銀行からの振替・払込、他行からの振込は、各ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で、

指定用紙を利用して下さい。手数料は自己負担を御願いします。 

 

ゆうちょ銀行から電信振替（口座あり）、電信払込（ゆうちょ銀行窓口で現金払込）の場合 

振込口座名称 日本保健福祉学会学術集会 

【記号】 １００８０ 【番号】５３３３８８７１ 

 

他金融機関からの振込の場合 

【店名】００８ 【店番】００８ 【預金種目】普通預金 【口座番号】５３３３８８７ 

 

≪プログラム≫ 

受   付     １０：００～ 

会場：東洋大学６号館２階 ６２０９教室前 

 

開 会 式     １０：３０～１０：４５ 

会場:東洋大学６号館２階 ６２０９教室 

 

基調講演      １０：５０～１２：００ 

会場：東洋大学６号館２階 ６２０９教室 

       講演者  北島 英治 氏（日本社会事業大学特任教授） 

       演 題 「地域包括ケアシステムにおける社会福祉からの相談支援の専門性」 

       座 長  荻野 剛史（東洋大学准教授） 

 

昼食・休憩     １２：００～１３：００ 

       ※ 当日は、会場近くの飲食店、コンビニ等をご利用ください。 

 

総   会     １３：００～１３：３０ 

会場：東洋大学６号館２階 ６２０９教室 



シンポジウム   １３：３０～１５：４５ 

会場：東洋大学６号館２階 ６２０９教室 

テーマ「地域包括ケアシステム、福祉ビジョンに求められる相談支援」 

シンポジスト 

三浦 公嗣 氏（前厚生労働省老健局長） 

  「地域包括ケアシステムと『新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン』に求められる相談支援

とは」 

荒瀬 まゆみ 氏（杉並区保健福祉部高齢者在宅支援課地域包括ケア推進係長） 

  「地域包括支援センターにおける相談支援の実態-行政の立場から-」 

榊原 次郎 氏（霞ヶ関南病院医療福祉相談部長） 

  「医療福祉連携における相談支援の実態－連携の中核となる病院の立場から－」 

コメンテーター 北島 英治氏（日本社会事業大学特任教授） 

コーディネーター 藤林 慶子（東洋大学教授） 

 

一般演題発表   １６：００～１７：００ 

会場：東洋大学６号館２階 ６２１３教室・６２１４教室・６２１５教室 

 

 ＜第１分科会＞ ６２１３教室 座長：渡辺 裕一（武蔵野大学） 

 1-1 木下 一雄（名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科） 

 「認知症患者家族が抱えている精神科医療の問題点－これからの認知症患者支援のあり方とは－」 

 1-2 堀口美奈子(高崎健康福祉大学) 

「ワークショップを取り入れた介護福祉教育に関する実践的研究」 

1-3 田中 顕悟（鹿児島国際大学福祉社会学部社会福祉学科） 

「利用者を取り巻く業務体系が生活に与える影響－Military Social Work における Development 

Cycle の視点から－」 

1-4 小柳 達也（八戸学院大学） 

「高齢者のセルフ・エフィシェンシーとプロダクティブな活動の関係性に関する一考察」 

 

＜第２分科会＞ ６２１４教室 座長：渡辺 多恵子（日本保健医療大学） 

2-1 松浦 利江子（人間環境大学看護学部）他 

「精神科看護師の自尊感情の関連要因-患者に対する陰性感情経験を視野に入れた検討-」 

2-2 川村 小千代（関西福祉科学大学）他 

「看護系大学生における対人関係を築く能力と SNS の利用状況との関連」 

2-3 澤田 優子（森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科）他 

「周産期リスクが 5年後の養育環境に及ぼす影響」 

2-4 高山 裕子（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）他 

「病院に勤務する看護職のバーンアウトの影響要因-看護師・助産師別による比較－」 

 



＜第３分科会＞ ６２１５教室 座長：原田 直樹（福岡県立大学） 

3-1 仲 沙織（福岡大学大学院人文科学研究科博士課程後期教育・臨床心理専攻）他 

「精神科アウトリーチにおける臨床心理士の地域援助モデルの実践－11の実践研究から－」 

3-2 三上 民喜（龍谷大学大学院社会学研究科）他 

「救急隊員の惨事ストレス対策に関する研究-家族との関わりに着目して－」 

3-3 高野 美香（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）他 

「大学病院に勤務する新卒看護師のバーンアウトの関連要因－職場環境の視点から－」 

3-4 河内 由紀（森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科）他 

「乳児院で働く専門職の養育意識－KJ法を用いた質的研究－」 

 

閉 会 式    １７：１５～１７：３０ 

会場：東洋大学６号館２階 ６２０９教室 

 

懇 親 会    １７：４５～１９：４５（予定） 

東洋大学８号館１階 トレスダイニング 

 

宿泊ガイド 

宿泊は各自でご手配ください。 

 

 

※理 事 会    １２：００～１３：００ 

会場：６２１６教室 

 

※優秀学会発表賞選考委員会 １７：００～１７：１５ 

会場：６２１６教室 

  



会場までの交通アクセス 

東洋大学白山キャンパス 

 

白山キャンパス 最寄駅 

○都営地下鉄三田線「白山」駅 

  A3 出口から「正門・南門」徒歩 5分  

  A1 出口から「西門」徒歩 5分  

 

○都営地下鉄三田線「千石」駅 

  A1 出口から「正門・西門」徒歩 7分  

 

○東京メトロ南北線「本駒込」駅 

  1 番出口から「正門・南門」徒歩 5分  

 

○東京メトロ千代田線「千駄木」駅 

  1 番出口から「正門・南門」徒歩 15分  

 

○JR 山手線「巣鴨」駅 

  巣鴨南口から「正門・西門」徒歩 20分  

  巣鴨駅を出て右に「巣鴨駅前」停留所。都営バス 10分（「浅草寿町」行「東洋大学前」下車） 

（都営バス時刻表リンク 

http://tobus.jp/blsys/navi?VCD=cslst&ECD=NEXT&LCD=&func=ftt&method=msl&syl=&slst=&slrsp=

126_773_3_1_1 

 



会場案内図１ 

 

○正門から入られる場合は、水が流れている坂を上がり、正面にあるエスカレーターで地下に降り、直

進して下さい。エレベーター、階段で２階に上がって下さい。 

○南門から入られる場合は、直進して一番高い建物（６号館）横のエスカレーターで地下に降り、直進

して下さい。エレベーター、階段で２階に上がって下さい。 

○西門から入られた場合は、門の正面が６号館になります。入ってすぐの階段で２階に上がって下さい。 

  

大会会場 
６号館 
２階 



 

会場案内図２ 

東洋大学白山キャンパス６号館２階 

 

 

【大会事務局・連絡先】 

〒112-8606 

東京都文京区白山 5-28-20 

東洋大学社会学部社会福祉学科 藤林慶子研究室内 第 29 回日本保健福祉学会学術集会事務局 

（事務局担当：丸山晃） 

電 話 03-3945-7713 

ＦＡＸ 03-3945-7713 

メール： 2016hshss@gmail.com 

※ 事務局への連絡・問い合わせは「メール」でお願いします。 

１階 西門方面 

１階 正門・ 

南門方面 
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調講演・総

会・シンポ

ジウム・閉

会式会場 

参 加 

受 付 

事務局控室 理事会会場 分科会会場 


