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開催概要

SST 普及協会
第 25 回学術集会 in 山口

テーマ：原点回帰～ SST のエッセンスを求めて～

主　　　催：一般社団法人 SST 普及協会

共　　　催：SST 普及協会中国支部

大   会   長：中川　　伸（山口大学大学院医学系研究科　高次脳機能病態学講座　教授）

副 大 会 長：兼行　浩史（山口県立こころの医療センター　院長）

実行委員長：的場　文子（ストレスケア 235 ＆メンタルクリニック Matoba　院長）

開 催 形 式：完全 WEB 開催

会　　　期：ラ   イ   ブ   配   信　2021 年 12 月 4 日（土）
　　　　　　オンデマンド配信　2021 年 12 月 14 日（火）～ 2022 年 1 月 14 日（金）
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ご　挨　拶
SST 普及協会 第 25 回学術集会

大会長　中川　　伸
（山口大学大学院医学系研究科　高次脳機能病態学講座　教授）

　この度、SST 普及協会第 25 回学術集会 in 山口の大会長を務めさせていただくことに
なりました。よろしくお願い致します。
　この大会は当初 2020 年（令和 2 年）12 月 5 日（土）・6 日（日）の 2 日間、山口県宇部
市にあります山口大学医学部にて開催する予定で準備を開始していました。しかし、新型
コロナウィルス感染症（covid-19）が国内でも深刻化し、感染症対策などで参加者皆様も
忙殺される状況であったため、理事会の承認も得て 2021 年（令和 3 年）12 月 4 日（土）・
5 日（日）へと延期させていただきました。その当時は 1 年以上も過ぎれば、状況は好転し、
通常の学術集会を開催できるのではないかと楽観的にも考えておりました。しかし、いま
だ収束の兆しが見られない状況において、多くの医療者、教育・司法関係者、研究者など
重要な責務を担っている方々が一堂に会すことは健康、安全面から危険が大きすぎると判
断し、WEB 開催（ライブ・オンデマンド配信）に形態を変更させていただきました。ご
容赦ください。
　2021 年（令和 3 年）12 月 4 日（土）に大会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウ
ム、スポンサードセミナーをライブ配信に致します。また、12 月 14 日（火）～ 2022 年 1
月 14 日（金）にライブ配信の内容、さらに副会長講演、教育講演、自主企画、一般演題
をオンデマンド配信し、本来の学術集会に近い内容で工夫を凝らして準備させていただき
ました。
　メインテーマは「原点回帰～ SST のエッセンスを求めて～」としています。SST 普及
協会のホームページの「SST とは」に「SST は希望志向であり、精神障害者を持つ人た
ちをはじめ、支援を必要とする方の希望に基づいた支援法である」「自己能力を高め（エ
ンパワメント）、一人ひとりのリカバリーを目指すものである」とあります。また、「普及」
とは現在までに得られた知識を正しく理解し、獲得し、新たな知見を創出する土台を作る、
そして今までに触れていなかった人たちにも知ってもらい、広く活用していくという意味
が含まれているかと思います。現在の精神科疾患への治療は改めて非薬物治療の重要性が
認識されてきており、精神科領域が疾患閾値以下のメンタルヘルス領域を扱うようになっ
てきているなど SST を再認識していく時代ではないかと考えます。
　本来であれば山口県地場の食や観光、集まることによる個人的な情報交換や交流を楽し
んでいただきたかったのですが、今回はかないません。一方、WEB による時間の自由度は
大きなメリットです。多くの方にご参加頂き、実りある集会になることを期待しています。
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参加者の皆様へ
1. 開催形式について
本学術集会は完全 WEB 開催（ライブ配信 / オンデマンド配信）での開催となります。
現地会場での開催はございませんのでご注意ください。
WEB 配信の視聴には、学術集会ホームページにて事前参加登録の手続きが必要です。
学術集会ホームページよりご登録ください。

【参加登録受付期間】 2021 年 7 月 1 日（木）12：00 ～ 2022 年 1 月 14 日（金）23：59
http://www.convention-w.jp/jasst25/pre.html

【ライブ配信】　2021 年 12 月 4 日（土）
【オンデマンド配信】　2021 年 12 月 14 日（火）～ 2022 年 1 月 14 日（金）

WEB 配信スケジュール※予定
セッション名 ライブ配信 オンデマンド配信

大会長講演 ○ ○
副会長講演 ― ○
特別講演 ○ ○
教育講演 1 ○ ―
教育講演 2 ○ ○
教育講演 3 ― ○
シンポジウム ○ ○
自主企画（医師層対策委員会企画） ― ○
自主企画（SST-MMT 委員会企画） ― ○
スポンサードセミナー 1 ○ ―
スポンサードセミナー 2 ○ ―
一般演題 ― ○

2. 参加登録費
参加カテゴリー 参加登録費

SST 普及協会会員 4,000 円
非会員 5,000 円
当事者・家族・学生 2,000 円

※ 会員に関するお知らせ：賛助会員につきましては、1 施設につき 6 人までを会員扱いとし
ます。

筆頭発表者の方は、参加登録が必須となりますので、お手数ですが必ず参加登録をお願い
いたします。（役割のある非会員の先生についてはご招待となりますので、別途ご案内させ
ていただきます。）
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（注意事項）
※クレジットカード（オンライン）決済のみ利用可能です。
※お支払い締切日迄にお支払が無い場合は、参加登録は取消となります。
※参加登録費はご入金後、理由の如何に関わらず返金いたしかねます。
※ 紙媒体での参加証および領収書、プログラム・抄録集の郵送はございません。
　 参加証は、会期当日以降参加登録システム内「オンサイト」ページより発行可能となり

ます。
　領収書は、ご自身にて参加登録システムからダウンロードをお願いいたします。
※ 学部学生は学生証のコピーを提出してください。学生証が提出されていない場合は、参

加区分を非会員扱いとさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

（職員証・学生証提出先）
E-mail 添付にてご提出ください。
提出先：SST 普及協会第 25 回学術集会 in 山口　参加登録デスク
株式会社日本旅行　大阪法人営業統括部　MICE 営業部
E-mail：ec_okayama@nta.co.jp

3. WEB 閲覧について
参加登録・お支払い完了後、学術集会ホームページのトップ画面に設置しております「WEB
視聴はこちらから」ボタンよりアクセスいただき、Zoom ウェビナーにご登録の上、ご視聴
ください。
参加費のお支払いが完了するまでは、WEB 視聴ページへのアクセスは出来ません。
ライブ配信日当日（12 月 4 日 ( 土 )）に参加登録をされる方はご注意ください。

4. プログラム・抄録集について
学術集会ホームページよりプログラム・抄録集のダウンロード及び印刷が可能です。

5. ポイント制度≪単位取得について≫
(1) 本会セッション視聴により、（社）日本精神神経学会の専門医単位制度における専門医

資格更新のためのポイント取得対象の学会の指定を受けています。（専門医更新取得単位　
B 群 3 単位）

　 なお、学術集会終了後に、学術集会事務局よりプログラム視聴ログを（社）日本精神神
経学会に提出いたしますので、単位取得を希望される方は、必ず WEB 視聴をいただき
ますようお願いいたします。

　参加登録手続きだけでは単位は付与されませんのでご注意ください。

(2) 日本 OT 協会の生涯教育基礎ポイントが付与されます。
　詳しくは日本 OT 協会にお問い合わせください。
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6．Zoom ウェビナーを用いた WEB 配信について
事前参加登録などにより得られた個人情報は本学術集会のためだけに使用し、目的外の使
用はいたしません。
通信料につきましては参加者の皆様でのご負担をお願いいたします。
プログラムなど WEB 開催に関する情報については、変更や追加事項があり次第、随時案
内させていただきます。

7. ご参加にあたってのご注意
・ 個人情報の保護について
　 WEB 講演の録画や録音、写真撮影（画面のスクリーンショット含む）は決して行わない

でください。
　 個人情報に関する内容に関しては本人・団体の許可なく、学会の中で知り得たことを外

部に情報拡散しないでください。
・参加中の質疑応答について
　各演題への質問・疑問については、Zoom の Q&A 機能をご利用ください。

8. 第 1 回社員総会（代議員会）の開催ならびに会員報告会について
2022（令和 4）普及協会事業年度第 1 回社員総会（代議員会）を 12 月 3 日（金）18 時より
オンラインで行い、その結果概要を後日メールにて会員へご報告いたします。

なお、会員報告会につきましては、新型コロナ感染症流行状況を鑑み、昨年度と同様、協
会ホームページの「会員専用コーナー」に社員総会（代議員会）の議事録概要を掲載し、1
か月程度のご意見をいただく期間を設けることで、代えさせていただきます。

（一社）SST 普及協会理事会執行委員会ならびに事務局
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司会者・発表者へのお願い
1. 倫理的配慮について
発表内容に関しては、一般社団法人 SST 普及協会「学術集会などにおける一般演題等に
ついての倫理的配慮に関する指針」に則り、倫理的配慮を十分に行い、その旨を発表内容
に明記するようにしてください。

2.COI( 利益相反 ) 開示について
発表に関して、製薬会社等の企業からの報酬等をいただいている場合にはＣＯＩありとし
てください。
開示スライド詳細については、ホームページをご参照ください。
http://www.convention-w.jp/jasst25/info2.html

3 ．ご登壇について
ライブ発表演題は、遠隔地からリモート（医局、ご自身のお部屋など）でご講演をいただ
きます。
座長の先生にもご参加いただき、質疑応答などを行っていただきます。一般視聴者との質
疑応答については、Zoom の Q&A 機能から質問を受け付けさせていただきます。
発表日時、発表・操作方法、Zoom 接続 URL の詳細は事務局より個別にご案内をさせて
いただきます。

4 ．リモートについて（Zoom・通信環境についてのご注意）
・ Zoom の使用は、カメラ、マイク機能付き（外付け可）の PC を用いることが必要となっ

ております（Zoom のインストールや使用は無料です）。
・ Zoom インストールなどを起因とする PC トラブルなどは、事務局では保証しかねます

ので自己責任のもとご使用をお願いいたします。
・各種アプリは最新版にアップデートしてからご利用ください。
・ ご使用のネット回線・機器の状況によってはリモート通信が不安定になったり、それを

原因とした映像等の不具合が発生したりする可能性がございますので、回線状況等には
くれぐれもご留意ください。またその状況に伴い WEB 配信が中断してしまう可能性が
ございますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

　 なお回線にご不安があります際には、事前に発表スライド動画をご作成いただき、運営
事務局までご送付いただけましたら、回線が途切れてしまった場合等でも速やかに収録
動画配信への切り替え対応をさせていただくことが可能です。

・予期せずネット環境が乱れる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
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日程表

※ ライブ配信を行う大会長講演・特別講演・教育講演 2・シンポジウム
につきましてはオンデマンド配信も行う予定です。

◆日程表

ライブ配信（2021/12/4(土)） オンデマンド配信（12/14(火)～1/14(金)）

開会式

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

閉会式

15：00～17：3０

シンポジウム
「精神障がいのある人が「働く」の実際とSST」

演者：植田　俊幸、有田　信二郎、
山本　　悟、谷口　大司

座長：倉知　延章

9：00～9：50

大会長講演
「精神疾患とその治療の多様性」

演者：中川　　伸
座長：丹羽　真一

10：00～10：50

教育講演1
「対人関係療法による気分変調症へのアプローチ」

演者：安達圭一郎
座長：渡邊　朋之

11：00～11：50

スポンサードセミナー1
「就労を目指した支援について
〜認知機能障害を中心に〜」

演者：松田　康裕　　　座長：中川　　伸
共催：大日本住友製薬株式会社

12：00～12：50

スポンサードセミナー2
「一地方都市でのリワークの取り組み」
演者：藤井　真春　　　座長：的場　文子

共催：武田薬品工業株式会社
　　　　　　　　ルンドベック・ジャパン株式会社

13：00～13：50

特別講演
「行動療法による「ケア力」を養って

SSTをアップデートしよう」
演者：竹田　伸也
座長：安西　信雄

14：00～14：50

教育講演2
「IPSの実践と効果〜精神障がい者の『働きたい』の

実現のために〜」
演者：林　　輝男
座長：加瀬　昭彦

18:00

教育講演3
「逆光からの照射ーSSTの真価」

演者：西園　昌久

副会長講演
「エンパワードSSTの実際」

演者：池淵　恵美

一般演題

自主企画(SST-MMT委員会企画）
「訪問サービス用の服薬・心理教育プログラム

（HOPE）の紹介と活用法」
演者：高木　友徳、齋藤百枝美

自主企画（医師層対策委員会企画）
「SSTを学ぶ、誰でも、どこまでも」

演者：小山　裕子、須藤　友博、高木　友徳、的場　文子
座長：天笠　　崇、浅見　隆康
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スポンサードセミナー2（12:00〜12:50） 12月4日(土) LIVE

一地方都市でのリワークの取り組み
演者：藤井　真春（藤井メンタルクリニック）
座長：的場　文子（メンタルクリニックMatoba）

共催：武田薬品工業株式会社　　　   　
ルンドベック・ジャパン株式会社

プログラム

大会長講演（9:00〜9:50） 12月4日(土) LIVE・オンデマンド

精神疾患とその治療の多様性
演者：中川　　伸（山口大学大学院医学系研究科　高次脳機能病態学講座）
座長：丹羽　真一（福島県立医科大学会津医療センター）

特別講演（13:00〜13:50） 12月4日(土) LIVE・オンデマンド

行動療法による「ケア力」を養ってSSTをアップデートしよう
演者：竹田　伸也（鳥取大学大学院医学系研究科　臨床心理学講座）
座長：安西　信雄（帝京平成大学大学院　臨床心理学研究科）

教育講演1（10:00〜10:50） 12月4日(土) LIVE

対人関係療法による気分変調症へのアプローチ
演者：安達圭一郎（山口大学大学院医学系研究科　保健学専攻（臨床心理学））
座長：渡邊　朋之（医療法人社団以和貴会　いわき病院）

スポンサードセミナー1（11:00〜11:50） 12月4日(土) LIVE

就労を目指した支援について〜認知機能障害を中心に〜
演者：松田　康裕（大阪精神医療センター）
座長：中川　　伸（山口大学大学院医学系研究科　高次脳機能病態学講座）

共催：大日本住友製薬株式会社

2021 年 12 月 4 日（土）LIVE



11

シンポジウム（15:00〜17:30） 12月4日(土) LIVE・オンデマンド

精神障がいのある人が「働く」の実際とSST
座長：倉知　延章（九州産業大学大学院人間科学部　臨床心理学科）

精神障害と就労の関係
演者：植田　俊幸（鳥取県立厚生病院・精神保健福祉センター）

地域支援機関との連携
演者：有田信二郎（リベルタス興産元社長／宇部市社会福祉協議会会長）

障がい者が就労継続支援事業所で『働く』意味
演者：山本　　悟（社会福祉法人山家連福祉事業会　夢かれん）

企業が期待する支援機関の支援について　〜雇用促進と職場定着のために〜
演者：谷口　大司（株式会社ファーストリテイリング人事部　労務チーム障がい者雇用担当）

教育講演2（14:00〜14:50） 12月4日(土) LIVE・オンデマンド

IPSの実践と効果　〜精神障がい者の『働きたい』の実現のために〜
演者：林　　輝男（社会医療法人清和会　理事長）
座長：加瀬　昭彦（横浜舞岡病院）
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副会長講演 オンデマンド

エンパワードSSTの実際
演者：池淵　恵美（帝京平成大学大学院　臨床心理学研究科）

教育講演3 オンデマンド

逆光からの照射-SSTの真価
演者：西園　昌久（福岡大学名誉教授）

自主企画（医師層対策委員会企画） オンデマンド

SSTを学ぶ、誰でも、どこまでも
座長：天笠　　崇（静岡社会健康医学大学院大学／代々木病院）
　　　浅見　隆康（群馬大学健康支援総合センター）

デイケアでのSSTの取り組み　医師としての支援
演者：小山　裕子（医療法人互舎会筥松病院）

SSTを用いた関わりによって危機を乗り越えて今後に役立った事例
演者：須藤　友博（群馬県立精神医療センター）

滞っていた職場復帰がSSTにより一気に進んだ一症例
演者：高木　友徳（ともこころのクリニック）

医師としてSSTを続けてよかったこと
演者：的場　文子（ストレスケア235&メンタルクリニックMatoba）

自主企画(SST-MMT委員会企画） オンデマンド

訪問サービス用の服薬・心理教育プログラム（HOPE）の紹介と活用法
訪問服薬・心理教育プログラム（HOPE：Houmon Psycho-Education on Medication 
Program）を使用した実践報告
演者：高木　友徳（ともこころのクリニック）
服薬アドヒアランス向上のための訪問服薬・心理教育プログラムHOPEを使ってみませんか
演者：齋藤百枝美（東京薬科大学）

2021 年 12 月 14 日（火）～ 2022 年 1 月 14 日（金）　オンデマンド配信
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一般演題3　データからみるSST オンデマンド

　9  当院SSTの30年間にわたる発展と進化〜対象者のデータ比較を中心に〜
　 演者：篠崎亜由美（社会医療法人清和会　西川病院）
 10  成人発達障害者の職業生活に対するCOVID-19パンデミックの影響：都内成人発達

障害者自助グループの例
　 演者：渡壁　典弘（都内成人発達障害者自助グループ当事者）
 11  市民に開かれた『誰でも参加できるSST』を、市民はどう感じたか　 

− 質問紙の分析を通した参加市民の実態と満足度 −
　 演者：岸本　徹彦（兵庫SST研究会＆交流会）
 12  ＳＳＴニューズレターの掲載記事の変遷と今後の展望
　 演者：溝渕　博美（医療法人社団以和貴会いわき病院）
 13  広島SST交流会の活動と今後の課題
　 演者：河内　直人（広島SST交流会）

一般演題1　入院：病棟での工夫 オンデマンド

　1  事例検討SST−困難事例の対応を病棟スタッフで考える
　 演者：安西　信雄（帝京平成大学大学院臨床心理学研究科）

　2  医療観察法病棟における放火事件を起こした触法精神障害者に対するSST 
−対象者らしい地域生活の再開を目指して−

　 演者：南　庄一郎（国立病院機構　やまと精神医療センター　リハビリテーション科）

　3  個別支援SSTを活用した多職種チームアプローチによる対応困難な入院患者の支援
の試み

　 演者：増田　直子（船橋北病院）

　4  看護師長のためのリーダーシップ研修会
　 演者：加瀬　昭彦（横浜舞岡病院）

一般演題2　自立支援・就労支援 オンデマンド

　5  仕事復帰を叶えたSST 〜クライシスプランを起点して〜
　 演者：繁田　留里子（訪問看護ステーション　ポプリ高陽）

　6  当事者理解と共生的関係づくりに向けた逆SSTという方法
　 演者：渡辺　忠温（一般財団法人発達支援研究所）

　7  精神科デイケアにおける「地域自立生活準備プログラム」の試行報告
　 演者：大城真由美（医療法人　狭山ヶ丘病院）

　8  外来ショートケアにおける就労支援の役割および意義について考える
　 演者：肥塚　朋美（メンタルクリニックMatoba）



一般演題4　様々な場面におけるSST オンデマンド

 14  部活動におけるSSTの実際
　 演者：品田　卓磨（開志学園高等学校）
 15  上司の非言語的スキル習得が部下のストレスへ及ぼす効果の検討
　 演者：香川　朋美（神奈川大学大学院人間科学研究科人間科学専攻臨床心理学領域）
 16  主観的ウェルビーイングがうつ病休職者の社会生活スキルの習得に及ぼす影響
　 演者：千葉　裕明（三木メンタルクリニック）
 17  児童相談所における子どもと保護者へのSSTプログラムの実践報告
　 演者：福永　佳也（大阪府東大阪子ども家庭センター）
 18  保護司のための「事例解決に役立つ SST 研修」プログラムの開発 

 〜 保護司研修特別委員会の活動報告として 〜
　 演者：吉田みゆき（同朋大学社会福祉学部）

一般演題5　コロナ禍でのSSTの試み オンデマンド

 19  遠隔による誰でも参加できるSSTの実践報告
　 演者：佐藤　史教（岩手県立大学　看護学部　精神看護学教育研究分野）
 20  コロナ禍で継続し続けたSSTプログラムの実践報告
　 演者：渉里さやか（南関東支部　医療法人社団欣助会　吉祥寺病院）
 21  ビデオ会議システムZoomを用いたオンラインSSTセッションの取り組み  

「どないでも参加できるSST」の実践報告（第一報）
　 演者：田口　　功（さわ病院）
 22  精神科デイケアにおけるオンラインSSTの実践 

〜「ホントにできるのか？」オンラインSST　〜
　 演者：松下　健史（大阪リハビリテーション専門学校）

一般演題6　SST研修・オンライン研修 オンデマンド

 23  面接におけるアセスメントの重要性について-アセスメントシート、チェックリス
トの効果的利用方法についての考察-

　 演者：坂本　　浩（兵庫医療大学リハビリテーション学部）
 24  2021年度オープニングセミナー・オンライン研修会実践報告
　 演者：河岸　光子（SST普及協会事務局）
 25  オンラインによる訪問支援勉強会を実施する
　 演者：浅見　隆康（群馬大学健康支援総合センター）
 26  SSTチャンネル開設に関する実践報告〜開設の経緯と今後の展望〜
　 演者：水津　貴之（医療法人社団欣所会　吉祥寺病院、e-ラーニング委員）
 27  コロナ禍における普及協会の普及活動-新たなチャレンジ
　 演者：天笠　　崇（（一社）SST普及協会事務局）

14



大会長講演
12月4日(土) 9：00 ～ 9：50　LIVE・オンデマンド

精神疾患とその治療の多様性
中川　伸

（山口大学大学院医学系研究科　高次脳機能病態学講座）
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大会長講演

精神疾患とその治療の多様性
中川　伸

（山口大学大学院医学系研究科　高次脳機能病態学講座）

　精神症状は脳機能の発達過程において外部環境の刺激により変化し、パーソナリティを
確立して「認知」を変化させる。ヒトが先天性（遺伝性）に獲得する神経認知機能は人種
を越えてある程度一定であり、いくつかのカテゴリーに概念化されている。その一つの例
が DSM-5 に示されている。「複雑性注意」「学習と記憶」「言語」「知覚−運動」「社会的認知」
とそれらを統括するような働きのある「実行機能」である。これらの機能が入り交じって

「思考」、「情動」が生まれ、身体症状化したり、「行動」となって外界と繋がる。ヒトをヒ
トたらしめるものの大きな要因は社会活動である。
　精神障がいは上記のいずれか、または複数がうまく機能せずに生じる。多少の負荷がか
かっても、個体の持っているレジリエンスにより修復しうるが、ある一定の限度を超える
と機能が破綻し、時には固定化される。そのパターンはある程度決まっており、より特徴
的な症状群を集めたてカテゴリー化したものが精神疾患の「病名」（診断）となる。個々
の患者は診断に含まれない症状を持っている場合が多く、さらに他者からは分かりづらい

「悩み」を抱えている。多くの精神疾患で認知機能の異常が示されているが、「社会的認知」
を大きく損なうものとして、自閉症スペクトラム症、統合失調症、前頭側頭型認知症など
が挙げられる。
　現在の治療は薬物療法、身体療法（ECT など）、身体療法を除いた非薬物療法に大きく
分けられる。薬物療法は（評価法によるが）エフェクト・サイズも大きいが、副作用も多
く見られ、諸刃の剣である。身体療法はエフェクト・サイズが大きいが、終了後の維持が
難しい。非薬物療法のエフェクト・サイズはより小さいが、持続性がある。概ねこのよう
にとらえられるかと思われる。各治療法は進化しているが、どのような症状を持つ患者に
どのような治療法を選択するのか、予測性はまだ低い。また、どのような組み合わせが良
いのか不明瞭な部分が大きい。万能な治療法はなく、限界を考えながら、個々に適用して
いくことが肝要である。



特別講演
12月4日(土) 　13：00 ～ 13：50　LIVE・オンデマンド

行動療法による「ケア力」を養って
SSTをアップデートしよう

竹田　伸也
（鳥取大学大学院医学系研究科　臨床心理学講座）
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特別講演

行動療法による「ケア力」を養って SST をアップデートしよう
竹田　伸也

（鳥取大学大学院医学系研究科　臨床心理学講座）

　SST は、私たちが生きづらさを抱えたとき、その適応を支える力強いサポートとなる。
そして、SST を進めるうえで、行動療法のパラダイムは私たち支援者だけではなく、支
援を受ける当事者にも大きな力を届けてくれる。行動療法は SST のエッセンスの中核を
なすパラダイムを有する。なぜなら、SST をより機能させる力が、換言すると SST に力
を宿すための臨床知が、行動療法に存するからである。では、行動療法のパラダイムを実
装することによって、SST はどのように「より活きる」のであろうか。本講演では、行
動療法の数ある治療モデルのなかで、応用行動分析モデル（Skinner, 1938）を基に話を進
める。
　まず、強化の原理について概観する。人の行動を維持する随伴性は、ソーシャルスキル
の習得を促すうえで、我々支援者が理解しておきたい基本的知識である。なぜなら、ソー
シャルスキルが対象者にとって活きるには、ソーシャルスキルが必要な場面で実行される
こと、すなわち日常生活におけるソーシャルスキルの維持が求められるからである。
　次に、SST を機能させるためのアセスメントについて概観する。SST を実施する前提
条件は、ソーシャルスキルの未習得である。しかし、ソーシャルスキルが駆動しないのは、
未習得によるのではなく、ソーシャルスキルのトリガーや結果の問題、すなわち環境要因
に帰することが少なくない。そこで、SST を始めるまえに支援者が注目しなければなら
ないポイントについて述べる。
　最後に、行動療法のパラダイムを SST に実装することにより、SST がどのように「よ
り活きる」かについて、具体的な対応の話をしてみたい。SST のプロセスで特に重要な
のは、ターゲットスキルの選定と、ターゲットスキルを強化するための仕掛けである。こ
の両者の実施を誤らなければ、SST の展開はより良いものとなる。では、両者をうまく
行うために、我々支援者はなにをすればよいか。その点について、行動療法のパラダイム
を用いて話を紡いでみたい。



教育講演 1
12月4日(土) 　10：00 ～ 10：50　LIVE

対人関係療法による気分変調症への 
アプローチ

安達　圭一郎
（山口大学大学院医学系研究科　保健学専攻（臨床心理学））
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教育講演 1

対人関係療法による気分変調症へのアプローチ
安達　圭一郎

（山口大学大学院医学系研究科　保健学専攻（臨床心理学））

　対人関係療法は，1984 年，うつ病に対する科学的根拠のある期間限定の精神療法として，
G. L. クラーマン，M. M. ワイスマン，B. J. ランスヴィル，E. S. シェブロンによって初め
て紹介された（Klerman, Weissman, Rounsaville, & Chevron 1984，訳 1997）。その原型は，
1960 年代末に計画されたうつ病に対する外来薬物療法（三環系抗うつ薬）との無作為統
制試験で用いられた研究用の精神療法に遡る（Weissman, 2006）。当時は薬物療法や他の
精神療法との慎重な無作為統制試験が優先されたため普及は大幅に遅れたが，繰り返し有
効性が確認されたことにより 1984 年に初の対人関係療法専門図書の発刊となった。現在，
気分変調症・双極性障害・摂食障害・心的外傷後ストレス障害・社交不安症などの治療法
としても進化を遂げ，科学的根拠のある精神療法として広く知られるようになった。
　対人関係療法を用いた実際の治療では，病気の発症・経過と関連する現在進行中の
親，配偶者，親友など「重要な他者」との人間関係上の諸問題を詳細に吟味し，吟味し
た内容を題材にしながら，患者の対人関係スキルの向上や精神症状の軽減を目標とする

（Weissman et al. 2000）。さらに，「医学モデル」を採用する点，4 つの「問題領域」を設
定する点，期間限定の治療をおこなう点に，クラーマンらが述べる対人関係療法の主要な
特徴をみることができる。

（安達，2019：『健康心理学事典』pp462 ～ 463 より）

　わが国への導入は，1997 年精神科医の水島広子博士らによって果たされました。
　さて，対人関係療法には SST と共通する技法がいくつかあります。その代表的なもの
として「相手の気持ち（期待）の理解」「話し合い」「ロールプレイ」が挙げられます。
SST の源流が行動療法や認知行動療法にあることはよく知られていますが，同様にクラー
マンと A. ベックとの交流も有名です。クラーマンらは対人関係療法の開発にあたり，認
知療法がもつ具体性や分かりやすさに感銘を受け，その姿勢から多くを学んだとのエピ
ソードが残される程です（Weissman, 2006）。こうしたエピソードにはこれら 2 つの技法
が決して無縁でないことを伺わせます。
　当日は，気分変調症と診断されたケースを題材にしながら，対人関係療法の治療プロセ
スを紹介するとともに，その治療機序，SST の源流となった認知（行動）療法との類似点・
相違点などにも言及します。SST と対人関係療法の更なる交流の機会になれば大変嬉し
いです。



教育講演 2
12月4日(土)　 14：00 ～ 14：50　LIVE・オンデマンド

IPSの実践と効果
～精神障がい者の『働きたい』の実現のために～

林　輝男
（社会医療法人清和会　理事長）
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教育講演 2

IPS の実践と効果 
～精神障がい者の『働きたい』の実現のために～

林　輝男
（社会医療法人清和会　理事長）

　就労は、身体や精神の健康、自尊心や自己効力感の獲得、社会との共生や経済力の向上
など、多面的な効果を持つ人の営みであり、精神科リハビリテーションにおいて常に重
要なゴールとして位置づけられてきた。また近年、制度が整えられ、精神障がい者の社
会復帰が進むにつれて、彼らの就労に対する意欲やニーズも急激に高まっている。一方
で、本邦におけるこれまでの就労支援形態は、精神障がいのストレス脆弱性モデルに立脚
してデザインされており、基本的には作業場のような模擬的職場で、集団で指導員のも
と十分な訓練を積んだのち、一部の対象者が一般就労へ移行するという、いわゆる train-
then-place model（train= 訓練、place= 就職）が主体であった。しかし、このモデルで
は、現実的には一般企業での就労は実質的なゴールとはされないことが多かった。IPS 
(Individual Placement and Support) は、米国で開発された一般企業での就労を個別で応
援する支援である。IPS では、希望すれば誰にでも訓練を経ずに直ちに支援を提供し、職
探しから一般就労後の定着支援も行い、働くことで訓練とする place-then-train model
の立場をとる。職場選びでは、本人のストレングス、好み、希望を尊重する person-
centered approach の立場を守り、職場とのマッチングを最重要視するため、支援員は地
域の企業開拓も行う。国内外で行われた 20 を超えるランダム化比較試験では、IPS は従
来の支援と比べ約 2.5 倍の一般就労率を示すことが示されている（一般就労率 50~60%）。
当法人は 2014 年 4 月から島根県浜田市においてオリジナルの IPS の原則を守った実践を
開始したが、これまで延べ 140 人を超える利用者を支援し、60 ～ 70％の一般就労率を安
定して実現している。また 300 社を超える職場開拓を行なってきた。IPS の効果は多岐に
わたり、重度精神疾患を経験した当事者が一般就労することで、本人、職場の同僚だけで
なく、治療者や支援者が持つ誤解、スティグマの解消にも寄与している。IPS の真のゴー
ルは、リカバリーを応援することであるが、一般企業で健常者と共に働き、同じ仕事をこ
なす体験は、生きた social skills を獲得し、自信を回復し、リカバリーを推進する上で有
効かつ有用であると考える。



教育講演 3
オンデマンド

逆光からの照射 ー SSTの真価
西園　昌久

（福岡大学名誉教授）
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教育講演 3

逆光からの照射ー SST の真価
西園　昌久

（福岡大学名誉教授）

　SST は心を病む人の集団療法であるが、療養仲間の集まった治療セッションで、自分
の困っていること、それに対する自分の考えをできるだけありのまま話せば、それを聞い
てくれた人たちが拍手で応じてくれる。話した人は仲間に受け入れられたという充足感を
体験する。「逆光からの照射」である。つまり、自分の存在感の認識と共に自分の発言を
受け止め、尋ね、受け入れてくれた人たちへの関心が生じる。その際に、治療者が適切な
助言で介入すれば、発言した患者のみならず、SST セッションに参加している患者たち
は「人への関心」を深めていくだろう。それは、自分のこころへの関心でもある。その際
の患者の発言内容は、自分の体験している症状のこと、薬その他の治療上のこと、さらに
は主治医や他の治療関係者のこと、また、これまで友達関係のこと、さらには自身の家族
のことなどであろう。時に、その発言内容が自己本位の解釈に基づいたものであることも
あるであろう。そのような時には、集団は戸惑いを見せることもあるであろう。参加して
いる治療者の適切な介入が期待される。
　SST を創始した Liberman,R.P は「精神障害と回復」と題する日本語版著書 (2008) のな
かで、「社会的生活技能に媒介される広い領域の重要な対人技能」として、11 項目あげて
いるが、その第１項目に「愛し、働く能力」が記載されている。精神障害者の健康を回復
する過程は薬物療法で精神症状の消失を目標とするだけではない。幼少時からの対人体験
の問題がその人の人格形成にどのように影響しているかが問題である。私の発表ではそ
のことに触れることにする。SST は、わが国でも長い歴史を持って発展してきているが、
今回の山口大会では聞くところによると、精神科クリニックからの講演があるという。す
ばらしいことであり、これを機会に、SST が精神科病院のみならず、精神科クリニック
に拡がることを期待したい。ところで、現在、コロナ禍で「３蜜回避」が求められてい
る。SST 実施にとって、大変な制限である。状況が改善し「３蜜回避」が解除されるまで、
SST に代わってどのような繋ぎをするかが問われている。演者のお勧めを開示したい。



副会長講演
オンデマンド

エンパワードSSTの実際
池淵　恵美

（帝京平成大学大学院　臨床心理学研究科）
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副会長講演

エンパワード SST の実際
池淵　恵美

（帝京平成大学大学院　臨床心理学研究科）

　「e-SST という言葉は聞くけれど、書いてある本もないし、自分が今やっている SST と
どこが違うのかわからない」という疑問を持たれている方は多いと思います。あなたがやっ
ている SST は「参加者が自分からやりたいことのために練習しているし、自分もやって
いて楽しい」と感じておられるとしたら、おそらくその SST は e-SST に近いものだと思
います。
　SST はもともと行動療法として、入院患者さんが社会に出ていけるように、支援者が
役に立つと考える行動を、学習理論に沿って患者さんが獲得することを目指していました。
支援者が教師で、患者さんは生徒という位置づけです。Liberman RP はその卓越した臨
床能力で、患者さんができたらいいな、と思えるようなスキルを引き出して、喜んで患者
さんがそれを学べるようにしていました。今から四半世紀前のことですので、認知への介
入は少なく、適切なスキルを提供するのはリーダーの役割でした。
　リバーマン先生と違って凡人の私たちは、なかなか練習課題が出てこない、せっかく練
習しても外ではなかなか学んだスキルを使うことが少ない、ということに悩んできまし
た。そして自らが学びたいと思って、使ってみて役に立つスキルでないと定着しないこと
がわかってきました。パーソナルリカバリーが精神障害リハビリテーションの重要な理念
となってゆき、エビデンスのあるプログラムも、支援者と当事者が一緒に新しいやり方を
見つけていく共同創造（co-production）の考え方が重視されるようになりました。こう
したことを踏まえて実施するのが e-SST で、当事者がどうしようと考えているか、つま
り認知への介入も重要になってきています。
　当日は具体的な練習例を紹介しながら、e-SST の実践をご紹介したいと思います。



スポンサードセミナー 1
12月4日(土) 　11：00 ～ 11：50　LIVE

就労を目指した支援について 
～認知機能障害を中心に～

松田　康裕
（大阪精神医療センター）

共催：大日本住友製薬株式会社
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スポンサードセミナー 1

就労を目指した支援について～認知機能障害を中心に～
松田　康裕

（大阪精神医療センター）

　パーソナル・リカバリーを目指す背景として、非定型抗精神病薬など新たな薬物治療の
選択肢が増えたにも関わらず、クリニカル・リカバリーを達成した人の割合は低く、地域
で生活を送っている現状や、障害者自立支援法にて当事者の自立を支援する指針が打ち出
されたことが関係している。実際、企業が積極的に障害者を雇用する動向がみられ、今後
も精神障害者の就労数は上昇していくと予想されるが、就職 1 年後には約半数が離職して
いるといった課題もある。定着に関連する要因に適切なマッチング、就労前トレーニング、
就労支援機関との連携、企業側の配慮などが挙げられる。統合失調症をもつ人では社会機
能に神経認知機能が関係し、この神経認知機能は健常人と比較して中等度から重度の障害
がみられる。神経認知機能は、統合失調症の素因を反映する trait marker であり、臨床
状態像を反映するような state marker でもあるため、この神経認知機能を改善させる治
療法の開発が喫緊の課題である。就労前トレーニングの具体例として、認知機能リハビリ
テーションや Social Skills Training（以下、SST）などが重要であると考える。
　日本で実施されている認知機能リハビリテーションはいくつかあるが、なかでも
Vocational Cognitive Ability Training by Jcores（以下、VCAT-J）は就労を目的とした
認知機能リハビリテーションである。VCAT-J はパソコンソフトを用いたトレーニングで
あるため、デイケアや就労環境より関わる要因を単純化できるため、課題へ取り組む姿勢
や認知機能の特徴をアセスメントしやすく、その情報を参加者と共有し、自己理解を深め
ることが特徴である。また SST についてもアバターを用いた SST が開発されており、日
本ではすでに自閉症者に対するパブリック・スピーチ・トレーニングの実施可能性につ
いて報告されている。筆者も統合失調症をもつ人や自閉症者に対するアバターを用いた
SST を研究開発中であり、発表当日に紹介したい。
　一方で、抗精神病薬の認知機能に対するエフェクト・サイズは small から medium で
あると報告されているが、ルラシドンは 5-HT7 受容体に対するアンタゴニストおよび
5-HT1A 受容体に対するパーシャルアゴニストとして作用するため、認知機能への影響が
期待できる。発表当日は忍容性の問題からルラシドンへ切り替えたことによって認知機能
が改善した統合失調症患者の自験例について紹介したい。



スポンサードセミナー 2
12月4日(土) 　12：00 ～ 12：50　LIVE

一地方都市でのリワークの取り組み
藤井　真春

（藤井メンタルクリニック）

共催：武田薬品工業株式会社 

　　　ルンドベック・ジャパン株式会社
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スポンサードセミナー 2

一地方都市でのリワークの取り組み
藤井　真春

（藤井メンタルクリニック）

　山口県下関市は本州の西の端にあり、北九州と海峡を隔てて接している一地方都市で
す。その下関市で当院は 2015 年 6 月からリワークを開始しています。人口約 25 万人、平
成 27 年度の就業人口約 12 万人の小さな都市でのリワークの取り組みをご紹介します。
　心理士二名で、休職中、もしくは退職者の気分障害と適応障害の方を対象に、月曜と金
曜の週に 2 回、10 時から 13 時までやっております。プログラムとしては、SST、認知療法、
人間関係づくりトレーニング、エンカウンター、卓球、脳トレ、カードゲーム、リラクセー
ション等をしております。週に 2 回しかないので、生活表を用いて、リワーク以外の日の
活動に、助言や指導を行います。それと共に力をいれているのは、休職に至った経緯を振
り返り、考察したものを文章にすることです。生活のリズムが整い、日中の活動性や体力
が回復し、リワークを卒業して復職というリワーク最後の日に、この振り返りを他の利用
者の前で発表していただきます。復職後のフオローアップとしては、概ね 3 ヶ月に一回土
曜日の 15 時 30 分から 17 時まで、卒業生プログラムという名で茶話会形式のエンカウン
ターをします。前回はコロナ禍で一回中止いたしました。
　実績としては、リワーク開始して現在までの 6 年間に利用した人は 35 名、そのうち発
達障害がある人は 8 名、中断した人 6 名、卒業した人は 29 名です。平均年齢は 44 才、男
性 23 名女性 12 名です。卒業した人 29 名中復職は 14 名、再就職 10 名、合わせて 24 名が
就労しています。再就職 10 名のうち 2 名は治療を終結しました。
　反省としては、利用中に症状が悪化して中断した人たちに関しては、導入が早すぎたり、
動機の確認が不十分であったと考えます。また卒業時の振り返りが不十分だと、復帰後再
燃にも繋がることを実感しました。
　課題としては、利用者をいかに増やすかということです。現在利用者が少ないのは、当
院通院している方のみの利用であることと、一地方都市ということが関係しているのかも
しれません。利用者を増やして集団のサイズを大きくすることで、より職場に近い状況が
再現できるのではないかと考えて、もう少し積極的に声をかけていこうと思います。



シンポジウム
12月4日(土)　15：00 ～ 17：30　LIVE・オンデマンド

精神障がいのある人が「働く」の 
実際とSST

【 座 長 】
倉知　延章

（九州産業大学大学院人間科学部　臨床心理学科）

【 演 者 】
１．精神障害と就労の関係

植田　俊幸　（鳥取県立厚生病院・精神保健福祉センター）

２．地域支援機関との連携
有田　信二郎（リベルタス興産元社長／宇部市社会福祉協議会会長）

３．障がい者が就労継続支援事業所で『働く』意味
山本　悟（社会福祉法人山家連福祉事業会　夢かれん）

４．企業が期待する支援機関の支援について
　　～雇用促進と職場定着のために～

谷口　大司（株式会社ファーストリテイリング人事部　労務チーム障がい者雇用担当）
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シンポジウム

精神障がいのある人が「働く」の実際と SST
倉知　延章

（九州産業大学大学院人間科学部　臨床心理学科）

はじめに
　本シンポジウムは、SST 普及協会学術集会であるが、「精神障がいのある人が働く」こ
とについて学ぶ内容とします。4 名の演者は、企業の立場から 2 名、精神科医の立場から、
そして福祉的就労支援の立場から講演いただきます。植田氏には、精神科医の立場から精
神症状と就労の関係について講演いただきます。有田氏には、企業の立場から支援機関と
企業との連携について講演いただきます。山本氏には、支援機関の立場から福祉的就労で
働く意味について講演いただきます。谷口氏には、企業の立場から支援機関への期待につ
いて講演いただきます。谷口氏は就労支援の立場で豊富な経験をもっているので、そのあ
たりからも示唆に富む話が聞けるのではないかと思います。
　総合討論では、SST に焦点を当て、就労における SST の支援方法や効果について意見
交換します。
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シンポジウム

精神障害と就労の関係
植田　俊幸

（鳥取県立厚生病院・精神保健福祉センター）

１）病気の種類と仕事
　「しっかり病気を治して、それから仕事をしましょう」という考えかたは、インフルエ
ンザやコロナウイルス感染症のような急性の病気にはあてはまりますが、高血圧や糖尿病
などの慢性の病気では、そうではない場合もあります。骨折のように、ケガが治っても、
仕事に戻るためにはリハビリテーションや、残った障がいに配慮が必要な場合もあります。
２）仕事のリハビリテーション
　精神障がい者が働くときに、仕事のペースが遅い、一度に二つのことができない、疲れ
やすい、人づきあいが負担、急に休んでしまう、といった課題はよく知られていました。
そのため、まず病気の再発を防ぎ体調を整えられるようになってから、就労継続支援など
の障がいや福祉のサービスを使って、少しずつ仕事に慣れていく方法がとられました。事
業主には、精神障がいの特性を理解してくださいとお願いし、理解のある少数の職場が受
け入れていました。ところが、医療や福祉サービスではうまくいっても、ふつうの仕事が
うまくいかないことが問題でした。
３）脳のはたらきが詳しくわかってきた
　コンピューターなどの科学技術が発達して、今は脳のことも詳しくわかるようになりま
した。仕事ができにくい背景には、新しいことを覚えるのに時間がかかる、記憶の容量が
少しだけ少ない、自分のできたこととできなかったことの判断ミスがあり、うまくいかな
かった行動を変えにくかった、 といった、脳のはたらきの特徴がわかってきました。たと
えば、計画を立てるときにミスが多ければ、仕事がなかなか終わらなくなり、そのうち自
信がなくなって逃げ出したくなり、仕事そのものをあきらめてしまっていたのです。
４）仕事をすると元気になる
　諸外国では、精神科デイケアを就労リハビリテーション専門の支援に変えたほうが、は
やく仕事ができるようになったという報告が古くからありました。病気が治ってから仕事
をするよりも、症状があっても仕事を始めるのがよいという考え方です。本人の能力を正
確に査定し、希望に応じてできる仕事を見つけて実際に始めて、少しずつ慣れ、できるこ
とを増やしていくことで自信が生まれます。そして、ほかの人と協力し、助け合い、人の
役にたつことで、人は元気になっていきます。実際の仕事の現場に合わせた就労支援がもっ
と広がり、医療もそれに応じた治療やリハビリテーションを工夫していくことを期待して
います。
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シンポジウム

障がい者が就労継続支援事業所で『働く』意味
山本　悟

（社会福祉法人山家連福祉事業会　夢かれん）

１働く意味を考える。
　 　人間はなぜ働くのでしょうか？少し考えてみたいものです。　
　 『働く』とは、基本的には多かれ少なかれ次の項目のような要素を持っています。それ

ぞれの項目について人により重要度が違い、人により『働く意味』も変わってきます。
さらに言えば、この要素がなければ人は働かない。つまり、人が『働く』発動性には障
害があろうがなかろうがこの 5 つの要素が関係しているように思います。

　 ・ 収入を得るため・自己成長のため・自己実現のため・社会貢献のため・社会的ステー
タスのため・人や社会と関係を保つため

２就労継続支援事業所で働くために何が必要か？
　 　いろんな就労継続支援事業所を渡り歩いたり日数を少なくしたりする利用者の方がい

ます。多くの場合症状よりも利用者の対人関係の未熟さや、事業所の精神障害者に対す
る対応の未熟さではないかと考えています。障害者の方はよく周りを見ています。人の
動きやしぐさに敏感な方が多く、他者を気にしすぎて自分自身と比較し憂いたり、逆に
不平不満を言ったりすることにより、次第にその事業所から足が遠のき辞めてしまう
ケースが多くあります。

　　では、就労継続支援事業所で働くために何が必要か？
　 ・ 他者を気にしすぎない、自分の目標目的を確認しながら日々働くこと
　　 つまり、自分や他者を攻撃しない。　それにより安心して自分らしさを出せる場にな

り、より満足度が高くなり継続できる !?

３就労継続支援事業所はどのように支援するのか？
　 　事業所により様々な方針や対応がありますが、利用者を中心に据えた取り組みが求め

られるように思います。
　 ・ なぜ当事業所を利用しているのか、どのように利用したいのか、どんな働き方がし

たいのか、を知ることが必要！利用者を知ることにより事業所でできることできな
いことを伝え、合意が形成される。

　 ・ 安心して利用できる事業所にする。自分らしくいられる場、主体的に動ける場、認
めてもらえる、わかってもらえる場を提供する。職員の言動に注意する。

４まとめ
　 　精神障害者や、知的障碍者、発達障害者の方は、できないことやダメなことに敏感で

あったり、人のことを気にしがちです。『働く』上で良い面も悪い面も出ることがあり
ます。ただ、素直で正直な性格上他者とぶつかり、居づらくなったり、自分を卑下して
落ち込んでしまったりします。そんな彼らのことを理解するため、働く意味の５つの要
素のどの部分を重要視しているのかを知る事により、対象者への働きかけや支援のヒン
トになると考えてます。
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シンポジウム

企業が期待する支援機関の支援について 
～雇用促進と職場定着のために～

谷口　大司
（株式会社ファーストリテイリング人事部　労務チーム障がい者雇用担当）

１　障がい者雇用の考え方
　多様性の尊重は、ファーストリテイリンググループが最も大切にしている理念の一つで
す。この理念のもと今年 1 月には国際的に障がい者雇用を促進する団体「The Valuable 
500」への参加を発表しています。ファーストリテイリンググループの障がい者雇用はユ
ニクロで 2001 年から開始し、「1 店舗 1 名以上の障がい者を雇用する」という目標を掲げ
て取り組んでいます。2020 年の国内当グループの障がい者雇用率は 4.71％となっており、
1000 名以上のスタッフが働いています。
２　障がい雇用担当の業務内容
　人事部労務チーム障がい者雇用担当では国内の当グループ全体の障がい者雇用を担当し
ています。障がい者スタッフの採用から職場適応までを一貫して対応し、障がい者雇用管
理に関する助言、支援を行っています。雇用する障がい者スタッフの多くはユニクロ、ジー
ユーなどの全国の各店舗で勤務していただいています。
３　期待する支援機関からの支援

（１）採用のために
　 　連日多くの障がい者の方からハローワークを通じて求職申し込みをいただいています。
　　支援機関に期待したい支援は申し込み資料作成への支援です。 
　 　当社では障がい状況のわかる資料の提出をお願いしていますが、支援機関などで客観

的に評価、作成された障がい状況や配慮事項のわかる資料は障がい者の専門家ではない
店長、店舗スタッフにとって貴重な情報となっています。これらの資料は採用選考のた
めだけでなく採用後の職場適応を行う際にも参考となる情報となります。

（２）職場適応（定着）のために
　 　店舗で働く障がい者スタッフの課題は①安定出勤に関する事項、②人間関係に関する

事項、③問題行動に関する事項に大別されます。これらの課題は障がい種類に関わらず
発生しており、支援機関の方から相談、助言はいただきますが課題改善の具体的支援を
ご提案いただけない状況にあります。

　 　店舗にできる対応は限界もありますが、職場でできる課題改善の具体的方法等を支援
していただければと思います。





自主企画
（医師層対策委員会企画）

オンデマンド

SSTを学ぶ、誰でも、どこまでも

【 座 長 】
天笠　崇

（静岡社会健康医学大学院大学／代々木病院）

浅見　隆康
（群馬大学健康支援総合センター）

【 演 者 】
1．「デイケアでのSSTの取り組み　医師としての支援」
　　小山　裕子　（医療法人互舎会筥松病院）

2． 「SSTを用いた関わりによって危機を乗り越えて今後に役
立った事例」

　　須藤　友博　（群馬県立精神医療センター）

3．「滞っていた職場復帰がSSTにより一気に進んだ一症例」
　　高木　友徳　（ともこころのクリニック）

4．「医師としてSSTを続けてよかったこと」
　　的場　文子　（ストレスケア235＆メンタルクリニックMatoba）



自主企画（医師層対策委員会企画）

SST を学ぶ、誰でも、どこまでも
医師層対策委員会企画

　地域包括ケアシステムの構築が進められています。精神障害者が地域で暮らす、生活の
質が向上する、夢や目標を持ち歩む、かけがけのない人生を生きること、など患者や家族
を支援する誰もが有する目標ですが、その実現のためにさらに役割の発揮が求められてい
ます。
　この重要な時期にあたり、私たちが SST に出会い、SST を学び、そして日々の業務に
役立て続けているのか、改めて振り返ってみようと考えました。さらにこれまで SST の
経験がなかったが、地域包括ケアに取り組むに医師の方々に、SST の魅力をお伝えした
いと考えました。といいますのも、SST は医師の日常業務の中で、たとえば一対一の面
接の枠組みの中で、役立つ技法を提供します。これまでの研究から、認知とともに行動に
働きかけるエビデンスのある治療技法で、SST 普及協会の医師会員からも高く評価され
ています。
　この企画は二部で構成されています。一部では、SST を学んだことで事例への関わり
方を工夫でき、SST の効果を実感できた経験を、医師会員が報告します。二部では、SST
を学び続け、業務に活かすことで、事例への関わり方がどう変わるのか、事例の発表者ど
うしで話し合いを行います。
　SST に参加する事例の様子から治療関係の、あるいは関わり方の糸口を見つけ、そし
て回復へとつなげた体験、つまりその原点が私たちを育ててきました。時に原点を振り返
り、SST の電車に乗って走り続けましょう。そしてこれから SST を学ぼうとしているみ
なさん、SST をご自身の業務や日常生活に役立ててみませんか。
　当事者や家族のリカバリーを促進していくために医師の力が必要です。SST を学び、
実践する医師の力が必要です。私たちの仲間になってください。
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自主企画
（SST-MMT委員会企画）

オンデマンド

訪問サービス用の服薬・心理教育プログラム(HOPE)の 
紹介と活用法

【 演 者 】

１． 訪問服薬・心理教育プログラム（HOPE：Houmon 
Psycho-Education on Medication Program）を 
使用した実践報告
高木　友徳　（ともこころのクリニック）

２． 服薬アドヒアランス向上のための訪問服薬・心理教育プロ
グラムHOPEを使ってみませんか
齋藤　百枝美　（東京薬科大学）



- 40 -

自主企画（SST-MMT 委員会企画）

訪問服薬・心理教育プログラム（HOPE：Houmon Psycho-
Education on Medication Program）を使用した実践報告

高木　友徳
（ともこころのクリニック）

　HOPE を使用した実践報告を紹介します。なお、以下の症例報告については、ご本人
の了解を得ています。
　症例は、30 代の統合失調症の男性。大学を卒業し就職しましたが、多忙が続き、幻覚
妄想状態で発病。近医心療内科を受診し、抗精神病薬を処方されたが、病状の改善に乏し
く、被害妄想、心気妄想、被毒妄想が増悪し、母に連れられ当院を受診した。
　統合失調症と診断し、ご本人、ご家族に心理教育を行った。抗精神病薬を処方したが、
アドヒアランスは不良で、幻覚妄想状態が続いた。そのため訪問看護を開始した。しかし
本人は訪問に拒否的で、会話も乏しく、訪問スタッフは間が持たない状況。2 ヶ月ほど経っ
た頃、母から薬を適切に飲めていないと相談があり、HOPE を開始した。
　初回、ロールプレイで医師や薬剤師役をやってもらうと、彼がもともと持っている丁寧
さや真面目さが発揮され、スタッフは素直に良かったと伝えた。すると彼は初めて「あり
がとうございます」と笑ってくれた。当初は服薬チェック表も記入できなかったが、4 回
目の頃には自分でテキストとペンを持ってきて、集中して取り組むようになった。また内
容を理解した質問をするようになり、8 回目では「血中濃度を一定に保つとか知らなかっ
たです」と感想を述べていた。薬は途中で持効性注射剤に切り替えたが、抵抗なく継続で
きた。事後テストを行うと、事前テストでは間違えていた「３～６ヶ月の間、毎日薬を飲
み続けていれば私の病気は治る」の質問に、しっかり「誤」と正答していた。
　HOPE 終了後も訪問を継続し、時々デイケアにも参加するようになって、病識も芽生
えてきている。スタッフの感想としては、ロールプレイによってご本人の良いところが見
え、関係づくりに役立ったと、SST の要素の有用性が挙げられていた。

キーワード
服薬自己管理モジュール、HOPE プログラム、在宅訪問、服薬アドヒアランス
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自主企画（SST-MMT 委員会企画）

服薬アドヒアランス向上のための訪問服薬・心理教育プログラム
HOPE を使ってみませんか

齋藤　百枝美
（東京薬科大学）

　現在、精神科医療は「入院医療中心から地域生活中心へ」という方策により在宅患者へ
の訪問サービスの充実が図られています。精神科医療において多くの在宅患者が向精神薬
を服用しており、服薬アドヒアランスの向上が再発・再入院防止の重要課題です。服薬自
己管理モジュールは米国のリバーマンらが開発した自立生活技能訓練プログラムであり、
服薬アドヒアランス向上に有効性が認められています。服薬自己管理モジュールの理論的
根拠は認知行動療法と社会的学習理論で、認知機能の低下した患者さんも服薬に関する知
識と技能が学べるプログラムです。通常、服薬自己管理モジュールは集団で実施されます
が、在宅医療において実施するためには個別対応が必要となり、実施時間の制約もありま
す。このため、在宅訪問サービス用の訪問服薬・心理教育プログラム（HOPE：Houmon 
Psycho-Education on Medication Program）を開発しました。HOPE プログラムは 1 回
約 15 分、8 回で構成されており、在宅訪問の中で持ち運びに便利で多くの機能を備えた
iPad や PC を用いて個別に実施するインターネットを活用した新しい服薬自己管理サポー
トシステムです。毎回の訪問で、宿題の確認、前回の復習、テーマの紹介と動機付け、ビ
デオ視聴、質疑応答、ロールプレイの 6 つの過程を経て学習することで、服薬自己管理に
関する知識の理解と定着が図られます。また、利用者にはワークブックが用意されており、
復習・自己学習が可能です。
　訪問スタッフはインターネットホームページ上から HOPE や他の服薬指導に必要な
様々な資料をダウンロードし、訪問先で詳しいデータや資料を利用者に示すことができま
す。また、利用者に必要な情報を映像によりわかりやすく提供することにより利用者の理
解の助けとなります。HOPE はマニュアルに沿って進めることができるため、様々な職
種の訪問スタッフが実施できる簡便なプログラムであり、在宅訪問サービス用の HOPE
は大変有用と考えます。

キーワード
服薬自己管理モジュール、HOPE プログラム、在宅訪問、服薬アドヒアランス





一般演題１
オンデマンド

入院：病棟での工夫
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一般演題１　入院：病棟での工夫

事例検討 SST －困難事例の対応を病棟スタッフで考える
安西　信雄 1、舘　晴加２

（1．帝京平成大学大学院臨床心理学研究科、2．福島県立矢吹病院看護部）

1988 年のわが国への本格導入以来、SST は、基本訓練モデル、モジュールの他、個人
SST、誰でも SST、べてる式、ひだクリ式などが工夫されてきた。
精神科病棟で対応に困る事例の検討に SST を取り入れた経験を報告する（事例 A 氏に十
分な説明のうえ発表につき文書で同意を得た）。
事例検討 SST は 4 つのステップ、①診断と状態評価、②問題行動が起きる状況の行動分
析 (ABC 分析 )、③本人のストレングスと短所の見直し、④ロールプレイを用いた効果的
な対応の仕方の検討からなる。
ある日の事例検討 SST を紹介する。進行は第 1 演者、事例報告は第 2 演者で、参加者は
他に看護師 4 人であった。事例 A 氏は 60 歳台後半の男性で診断は統合失調症。20 歳こ
ろから入退院を繰り返し、今回は 5 年前から入院中であるが、夕方に興奮を繰り返してい
る。ある日、第 2 演者を手招きして「こっちこ、B( 別の看護師 ) は駄目だから、水族館行
くって言ったんだけど、退院した後の話」と言い、イライラして手をつかもうとした。10
分くらい後に話を切り上げたところ「お膳ぶん投げっぞ」と怒った。
検討の結果、①診断と状態評価：1 ～ 2 年前から認知症が加わり、理解の悪さ、我慢でき
なさが進んでいる。②早めに予定を伝えると「ああそうか、分かった」と納得することが
ある。③滑舌が悪く双方向のやりとりは難しいが、「お疲れ様」ということもある。④「相
手と対立しない対応の仕方」をテーマに参加者が交代でロールプレイを行ったところ、「水
族館、私も好きだよ」、「どこの水族館がいいかな」、「私も準備しとかなくちゃ」、「そろそ
ろ、御飯だね。準備しましょうね」という関わり方が出され、事例報告者から「相手と対
立しない、否定しない言い方が納得できた」という感想が得られた。この方法は、その場
面での患者さんやスタッフの気持ちが分かる、効果的な対応の仕方が分かるなどの効果が
認められるので今後継続していきたい。

【キーワード】
SST、困難事例、事例検討、対立しない対応、ロールプレイ
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一般演題１　入院：病棟での工夫

医療観察法病棟における放火事件を起こした触法精神障害者に 
対する SST －対象者らしい地域生活の再開を目指して－

南　庄一郎
（国立病院機構　やまと精神医療センター　リハビリテーション科）

　2005 年 7 月，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療および観察等に関
する法律（医療観察法）が施行され，16 年が経過した．本法は，心神喪失または心神耗
弱の状態において，重大な他害行為（殺人・放火・強盗・強制性交等・強制わいせつ・傷
害の 6 罪種．対象行為と称される）を行った者に対し，継続的かつ適切な医療とその確保
のために必要な観察と指導を行うことによって，その病状の改善と同様の行為の再発防止
を図り，社会復帰を促進することを目的とする．
　医療観察法医療において，社会生活スキルトレーニング（SST）は全国の指定入院医療
機関で実践されており，その有用性が報告されている．当院の医療観察法病棟は 2010 年
に開棟し，SST は 2016 年から筆者ら作業療法士によって開始された．現行の SST は全 8
回（週 1 回）を 1 クールとして OTR2 名と Ns1 名で運営されており，その内容は前半に
Step by Step 方式で〈相手に話しかける際のポイント：クッションことば〉，〈相手の都
合を考えて，頼みごとをする〉といったセッションを行い，後半に基本訓練モデルで対象
者個別のテーマを扱うセッションを行い，医療観察法病棟に入院処遇となった対象者の社
会復帰に向けた対人交流技能の向上を目的に実践されている．
　今回，家族など周囲の人間関係に疲弊し，自身の今後の人生に悩み，切迫的に自宅を
放火したてんかん精神病と軽度知的障害の対象者に SST を中心に関わる機会を得た．対
象者への SST は，入院後に再発したてんかん症状に伴う認知機能の低下によって困難を
極めた．しかし，認知強制療法（NEAR）を併用して認知機能の改善を図り，対象者の理
解度に合わせて集団・個別 SST を実施し，さらには外出・外泊訓練時における実地での
SST を実施した結果，対象者の対人交流技能が改善し，地域のグループホームに入居し
て地域生活を再開するに至った．対象者への SST 実践の経過について考察を交えて報告
する．

【キーワード】
医療観察法病棟・触法精神障害者・社会生活スキルトレーニング（SST）
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一般演題１　入院：病棟での工夫

個別支援 SST を活用した多職種チームアプローチによる 
対応困難な入院患者の支援の試み

増田　直子
（船橋北病院）

１．はじめに　
拒絶や衝動行為、逸脱行動のために行動制限をせざるを得ない入院患者は、リハビリテー
ションの導入や地域移行に向けての介入に時間がかかる。当院では「個別支援 SST によ
り回復を一段と促進するための講座」（SST 普及協会・出前講座）を実施し、同 SST を行
動制限が長期化している患者に実施したところ、問題行動が軽減することを第 24 回 SST
学術集会で報告した。
２．目的　
拒絶的態度が強く治療関係の構築が困難な患者に対し、同 SST を導入し多職種チームで
治療にあたった際の臨床的な効果について検討した。
３．対象・方法
症例 A 氏（30 代・女性）は、X-2 年 11 月から入院中である。幻聴、被害妄想が活発で診
察拒否、拒薬、拒食等の拒絶的な態度、大声、暴力行為、離院企図等のため、X-1 年 8 月
から隔離処遇となっていた。多職種カンファレンスで A 氏のアセスメントを行った。「A
氏の問題行動がなくなった」と仮定し、そのために効果的と思われるスタッフの関わりを
話し合った。その中から、A 氏に対して毎日とりくめるかかわりを決め、日常的な支援
や診察場面で、X 年 1 月から継続して行った。本発表にあたっては、所属施設の倫理委員
会の承認を得た上で、個人情報に十分配慮することを口頭で対象者家族に説明し、同意を
得た。
４．結果
X 年 5 月頃より拒薬と暴力は消失し、A 氏は、病院の食事をとる、診察室で診察を受ける、
スタッフの話を最後まで聞く、等の行動がとれるようになった。毎日観察された大声・奇
声は、１～２週間に１回程度までに減少した。X+1 年 11 月には隔離処遇が解除され、退
院に向けて自宅への外泊練習が開始された。
５．考察
SST の考え方や技能が、対象者との信頼関係を構築する基盤になったように思う。その
結果、大幅な処方変更や薬剤増量をしなくても、問題行動が改善し、対象者が回復に向か
う一助となったと考える。今後は対象数を増やし、より客観的な指標によりその効果を検
討したい。
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一般演題１　入院：病棟での工夫

看護師長のためのリーダーシップ研修会
加瀬　昭彦

（横浜舞岡病院）

横浜舞岡病院（以下当院）は、外来部門も含めて 12 名の看護師長が配属されており、年
齢・臨床経験・管理職経験も様々である。特に新任師長に対する管理職研修は、外部委託
研修以外は看護部長などによる on the job training に負うところが大きいが、外部研修で
は新型コロナウイルス感染拡大の影響で集合研修が困難になっている。不十分なリーダー
シップは、アクシデント発生も含め、臨床現場業務に影響が出ることも考えられ、師長自
身への心理的負担も少なくない。そのため、全看護師長に対する、演者によるリーダーシッ
プ研修会（以下研修会）を行い、リーダーシップの向上を目指すこととした。今回の研究
は、研修会前後での対象者の社会的スキルがどのように変化したかを評価し、その効果を
検証することを目的とした。【対象】当院に勤務する 12 名の看護師長を対象とした。【方法】
①「リーダーシップが変わる 9 週間プログラム：嶋田利広等 2015 マネジメント社」を教
材とし、担当した師長が各章の内容をプレゼンテーションした後、質疑応答に臨む。②担
当の章に即した事例を提出し、演者が SST を用いて必要なスキルの獲得を支援する。③
研修会前後で Kiss-18（社会的スキルを測る：KiSS-18 ハンドブック菊池章夫編著 2007 川
島書店）を自己記入させ、変化を測定する。④変化量の大きい師長にインタビューを行う。

【結果】12 人の師長のうち、3 人が Kiss-18 での改善が大きかった。非変化群と比較すると、
年齢、看護師歴に 5% 水準で有意差を認めた。インタビューでは、同時期に行った師長に
よる職員面接や、病棟の目標設定にも影響されたことが示唆された。【考察】SST を含め
たグループワークは、社会的スキル向上に有効である師長もいるが、他の工夫も組み合わ
せる必要のある師長もいると思われる。【倫理的配慮】本研究は当院の倫理委員会の承認
を受けている。

【キーワード】
看護師長　リーダーシップ　社会的スキル　研修会　ＳＳＴ





一般演題２
オンデマンド

自立支援・就労支援
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一般演題２　自立支援・就労支援

仕事復帰を叶えた SST 
～クライシスプランを起点として～

繁田　留里子
（訪問看護ステーション　ポプリ高陽）

【はじめに】
　 わたくしどもは、様々な状態にある利用者との寄り添った関わりをしていく中で、ＳＳ

Ｔや認知行動療法を用いた実践を心掛けている。今回、自己肯定感が低く強迫的な思考
を呈した症例 ( 以下、本症例 ) に対して、ＳＳＴを実践し、認知機能が改善し生活が安定、
仕事復帰に繋がった経験を得た。

【倫理的配慮】
　 発表にあたり、本症例及びご家族の個人情報とプライバシーの保護に配慮し、何ら不利

益を受けない事、中断できることを保証し、口頭・書面にて十分な説明のうえ、本症例
及びご家族より発表の同意を得た。

【実施方法】
　 １）症例紹介　 20 代後半女性、パーソナリティ障害、夫と 2 人暮らし。自己肯定感が

低く脅迫的な思考で頻繁に過呼吸発作が起きる。本人自身が脅迫的な思
考を持っていることに気が付いておらず、「こういう自分でなければな
らない」と過剰な行動あり。自分の考えや行動を制止・指導さられると
怒りとなる。

　 ２）方法　　 ・夫も同席し 3 人で実施 ( グループワーク )。 
　　　　　　　・クライシスプランによる状態の把握と傾聴 ( 状態の可視化 )
　　　　　　　・対処法を反復練習 ( ロールプレイ・モデリング )
　　　　　　　・共感の態度 ( フォローアップ）

【結果】
　強迫的な思考　→　 クライシスプランで可視化することで自己の状況に気付き、自身の

状態や過呼吸の起こる状況を認識することができた
　認知機能　　　→　 自己の状態が把握し出すと周りの意見も聞き入れるようになり、グ

ループワークで理解が深まった
　手段（方法）の獲得　→　 失敗や混乱を繰り返しながらも、グループワークでサポート

し合い、出来ることが増えていった。
　自己肯定感　　→　 できることが増え出すと、フォローアップで肯定的な思考になりや

すく、自信が付いてきた
【考察】
　 本症例が現状を客観視できることを目標に、人の考えを聞くことや、自分で答えや方法

を選ぶことを進めていった。クライシスプランにより自身の様子が客観視できたことが
大きな起点となり、以後の展開をスムーズに行えたと思われる。また、問題に対して夫
の協力を得ることで認知面の理解も深まりやすく、複数人でのアプローチが本症例にわ
かりやすく伝わったと思われる。徐々に色んな事ができるようになってきた時期には、
できていることを褒め、自覚することで自己肯定感が高まっていった。現在、本症例は
過呼吸発作も減り、自分で考え・行動できることもかなり増えている。自分が望んでい
た職業に就き、家族とも上手く付き合っている。『支持的な対応』が必要であることを
再認識した。
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一般演題２　自立支援・就労支援

当事者理解と共生的関係づくりに向けた逆 SST という方法
渡辺　忠温、大内　雅登

（一般財団法人発達支援研究所）

　逆 SST（SST-R：Social Skills Training-Rversed）とは、（一財）発達支援研究所が提案
している、発達障がい当事者を単に理解するだけでなく、当事者と定型発達者との共生に
向けた関係調整方法を模索することを目的としたトレーニング方法である。逆 SST では、
①発達障がい当事者である「語り手」が、自身の日常的な経験の中から、特に周囲の人々
に理解されにくい（と感じている）エピソードを紹介し、考えてほしい「問題」（そのよ
うに行動する理由、など）を投げかける。②語り手以外の参加者（多くの場合定型発達者）
が語り手に質問をしながら、当事者からの問題について解答を考える。③語り手から（語
り手にとっての）正解の発表と解説が行われる。④語り手について理解するために、どの
ような行動や考え方が必要か、どのような点がポイントとなるかについて、当事者も含め
て話し合いながら模索し、最終的に、当事者にとって「ぴったりくる」考え方やポイント
を選ぶ。
　すなわち、逆 SST の一連の過程の中では、教育者・支援者が「定型的な」正解を持ち、
当事者がそれを学んだりトレーニングされるのではなく、当事者が正解を持ち、定型発達
者の側が「正解」を出すべく考えることになる。また、逆 SST の中で学ぶべき「スキル

（わざ）」も、予め固定されたものは存在せず、逆 SST の場における当事者との話しなが
ら決められていく。今回の発表では、逆 SST の特徴や背景となる考え方、実施方法につ
いて紹介するとともに、これまで発達支援研究所が主催したイベントにおいて実施した逆
SST の様子のほかに、保護者や大学の学生を対象とした逆 SST の結果についても報告す
る。
倫理的配慮：本発表で紹介する「問題」については、作成者である当事者自身が、社会的
不利益を被らないための匿名性を担保しつつ作成しており、参加者の「質問・回答」のデー
タについては、発表時には匿名性には十分に留意することを前提に、研究発表において用
いることについて同意を得ている。

【キーワード】
逆 SST, 当事者理解 , 発達障がい , 共生
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一般演題２　自立支援・就労支援

精神科デイケアにおける 
｢地域自立生活準備プログラム｣ の試行報告

大城　真由美、嶋﨑　純子、角田　敬子、守屋　雪夫
（医療法人　狭山ヶ丘病院）

はじめに・目的
精神科デイケアの利用者には地域での自立生活に困難を抱える者も少なくない。精神科デ
イケアの機能と転帰に関する大規模調査では、｢地域で自立した生活ができる｣ という項
目に対し、｢時々そうではない｣ ｢そうではない｣ と答えた者は 18.9％であった ( 出典 ,2018）。
｢地域移行・定着支援のための地域自立生活準備プログラム｣ ( 埼玉 SST 研究会 ,2019) は
生活スキルと服薬スキルのユニットから構成され、7 つの学習活動を用いて構造化されて
いる。そこで、地域での自立生活に困難を抱える利用者に当プログラムの活用を試みた。
本発表では当プログラムを活用したグループおよび事例の報告を行なう。
方法
対象者：A 病院の精神科デイケア利用者 12 名 ( 男性 7 名、統合失調症 11 名・他 1 名、平
均年齢 44.7 ± 9.1 歳、在籍期間 6 ヵ月～ 5 年 3 ヵ月 )
実施期間：X 年 1 月～ 7 月までの 2 クール (1 クール 10 ～ 15 回、1 回 90 分、1 ～ 2 週間
に 1 回実施 )
使用教材：地域自立生活準備プログラム ( トレーナーズマニュアル・ワークブック・観察
学習用映像 )
測度：知識定着テスト ( 各スキルユニットの開始時と終了時に知識の定着度を測定した )・
VAS( 各スキルユニットの終了時に下位目標ごとに 0 から 100 の間で満足度を求めた )
倫理的配慮
本発表に関して、対象者には目的、個人情報の保護、承諾の自由と同意撤回が可能な期限
などを説明し書面で同意を得た。
結果
グループ全体の平均参加率は 85％、知識定着テストの前後比較は終了時に有意な改善が
見られた。( 生活スキル：t(11) ＝ 2.77，ｐ＝ .0180、服薬スキル：t(11) ＝ 5.46，ｐ＝ .0001) 
考察
地域での自立生活に困難を抱える利用者への支援として、当プログラムの有用性が示唆さ
れた。プログラムの学習構造である 7 つの学習活動は、スキルの獲得や般化を促進するだ
けでなく、参加者の満足度にも影響を与えていると考えられる。発表では、参加者のプロ
グラム参加の目的、各スキルユニットの満足度、プログラム終了後の感想についても報告
する。

【キーワード】
精神科デイケア　地域自立生活準備プログラム
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一般演題２　自立支援・就労支援

外来ショートケアにおける就労支援の役割および 
意義について考える

肥塚　朋美、上村　早苗、的場　文子
（メンタルクリニック Matoba）

＜目的＞
　当院では外来治療の一環として小規模ショートケアを実施している。開院時は SST と
レクリエーションを組み合わせたプログラムを実施していたが、ここ数年の参加者の傾向
として、精神疾患等により休職や離職を経験し、再び就労することへの不安から再就職に
つながらない、あるいは就職と離職を繰り返すケースが多く見られた。参加者の背景には
失敗することへの不安や恐れといった認知的課題や、対人スキルや自己管理スキルの拙さ
といった行動的課題がうかがわれた。そのため当院では従来の SST やレクリエーション
に加えて、就労というテーマに重点を置いた SST プログラムの考案や、集団認知行動療
法プログラムを新たに実践するに至った。参加者は各自のニーズや課題に合わせて、曜日
ごとに異なるプログラムに自由に参加できるシステムになっている。
　当院でのこういったシステムが参加者の就労支援において果たしている意義を検討する
ために、まずは当院で実施している SST、集団認知行動療法、レクリエーションの各プ
ログラムについて整理したい。その上で、当院のショートケアが参加者の就労支援にどの
ような役割を果たしているのかを事例を通して考察したい。
＜倫理的配慮＞
　現在ショートケアに参加中および過去の参加者に対して、本発表の内容や目的について
説明を行い発表の同意を得た。また事例に関して発表に影響のない範囲で個人情報を省略
し発表する。

【キーワード】
SST、集団認知行動療法、就労支援





一般演題 3
オンデマンド

データからみるSST
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一般演題３　データからみる SST

当院 SST の 30 年間にわたる発展と進化 
～対象者のデータ比較を中心に～

篠崎　亜由美、宇津巻　南、荒木　洋一朗、西川　正
（社会医療法人清和会　西川病院）

【はじめに】当院では、1991 年に当時の理事長で医師の西川正がリバーマンのマニュアル
に基づき SST を開始し、30 年間継続している。当院 SST の変遷を対象者のデータ比較
により考察、報告する。尚、本発表は当院倫理委員会の承認を得ている。

【当院 SST の概要】外来患者を対象に週１回実施。急性期の入院患者も必要に応じ参加
し、1 回の参加者は 15 名前後。スタッフは医師 2 名、作業療法士 2 名で、入院患者参加
時は精神保健福祉士や看護師も参加。はじめにリーダーは参加者に「SST とは」・「三原則」
の説明を参加者に発言を促す形で行う。次に「課題設定」し、ドリンクブレイク後すみや
かに開始する。見学参加も可能だが、終了時には見学者も含め全員が「一言感想」を述べる。

【調査方法】1 期（1994 ～ 1997 年）、2 期（2004 ～ 2007 年）、3 期（2014 ～ 2017 年）を対
象とし、参加者数や基礎情報（性別、年齢、疾患）を調査した。

【結果】参加者数は 1 期 83 名、2 期 72 名、3 期 184 名。1 期は男性 81％、女性 19％、2 期・
3 期では男女が各々約半数。平均年齢は、1 期 33.2 歳、2 期 35.1 歳、3 期 41.8 歳。対象者
の疾患は ICD-10 によると、1 期は F2 が 79.5％、F3 が 12.0％、F1 が 4.8％、2 期では F2
が 45.8％、F3 が 40.3％。3 期では F3 が 43.5％、F2 が 18.5％で、F4、F1、F8 もみられた。

【考察・まとめ】1 期に比べ 3 期では SST 対象者は 2 倍以上に増加し、F3 が F2 を大きく
上回り、疾患も多岐にわたることが分かった。当院ではうつ病リワーク参加者が SST を
利用するため、気分障害圏の患者の参加が増加した。そのため、以前の統合失調症に対す
るスキル獲得を目的とした SST から、共感性の高いグループ内で本人の自己変革が生じ
る SST へと、新たな治療機序が醸成される場合もあり、症例も踏まえ報告する。

キーワード
外来 SST、30 年間、対象者、治療機序
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一般演題３　データからみる SST

成人発達障害者の職業生活に対する COVID-19 パンデミックの
影響：都内成人発達障害者自助グループの例

渡壁　典弘
（都内成人発達障害者自助グループ当事者）

【はじめに】演者が所属する都内成人発達障害者自助グループ（SHG）は，普及協会会員のリーダーの
もと発達障害診断を受けた社会人にSSTを10年近く実施している。しかし，昨今のCOVID-19パンデミッ
クにより当 SHG の活動も制約下にある。そのなか，コロナ禍が成人発達障害者の職業生活や QOL にど
のような影響をもたらしているかについてメンバーにオンライン調査を実施，6 名から回答を受けた。

【倫理面の配慮】アンケート調査は，調査対象者に不利益のないこと，匿名化された状態で集計・報告
されること，調査票の撤回も可能であることを電子メールで説明し，オンライン上で同意を得た上で行
われた。また，センシティブな調査項目と思われるものは除外した。

【COI】報告者に開示すべき利益相反関連事項はない。
【オンライン調査項目】1）パンデミック以前と比較した改変 PHQ-8 および改変 GAD-7 の変化，2）The 
Short Intolerance of Uncertainty Scale 日本語版（SIUS），3）日本語版 Short-form UCLA 孤独感尺度，
4）改変バーンアウト尺度 -17，5）28-items Brief-COPE 日本語版，6）オリジナル質問項目，7）自由記
入項目

【結果と考察】改変 PHQ-8 および改変 GAD-7 の変化量はばらつきがあり，SIUS の高いメンバーが感受
性（抑うつおよび不安の上昇）を示す結果となった。バーンアウト傾向を示したメンバーも多かった（尚、
SIUS とバーンアウトの関係は離散的であった）。背景に、１）コロナ禍という社会制約による疲弊、２）
業務環境の変化や負荷増大による疲弊などが挙げられよう。
コロナ禍における職業生活の環境変化は個人差があり、適応を示しているメンバーも少なくない。「職
場でのコミュニケーションの変化」は多くのメンバーが挙げたが、その内容は個人差があった。多くが「職
場の仕事が今後どうなるか先を見通せない」と感じているが、その内容と影響は個人差があった。
サンプル数が少ない本調査においても、パンデミックという環境変化における支援の個別化の重要性が
示唆された。SST という支援の枠組みが、困難にあるメンバーをどう支えていくか、不確実な状況下に
おいて先の見通し等をどのようにメンバーにもたらすことが可能であるか議論を深める必要があると思
われる。
このアンケート調査の集計結果はメンバーにも報告されフィードバックを受ける予定であり，演題発表
当日の資料は肉づけされたものとなる予定である。

【キーワード】
成人発達障害　ADHD ASD 自閉スペクトラム障害　新型コロナ　COVID-19
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cu.ac.jp/~ycu_chn/wp/study/
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一般演題３　データからみる SST

市民に開かれた『誰でも参加できる SST』を、市民はどう感じたか 
―　質問紙の分析を通した参加市民の実態と満足度　―

岸本　徹彦、平尾　一幸
（兵庫 SST 研究会＆交流会）

＜はじめに＞演者らが所属する SST 研究会は創設 22 年目となり、SST の普及、発展に
関わる活動は年々活発化し、充実している。X 年度からは社会貢献活動として公的に団
体認定を受けながら、『誰でも参加できる SST』を市民に開かれた形で 2 カ月毎に開催し
ている。現在 4 年目となり 16 回が終了したが、延べ 230 名を超える市民の参加があった。
この間の活動を振り返り、参加市民の実態と満足度を詳細に捉えることを目的に調査を実
施したので、その結果を報告する。
＜方法＞期間はX＋1年9月～X＋3年1月で、実施回数は5回。対象は初回参加者54名で、
年齢、性別、所属、SST 初級研修会の参加有無等を質問紙で定量的に調査した。同じく
満足度は、多肢選択式と自由記述式の質問紙を用いた。自由記述は、満足度に関連する記
述から、「無記名」と「どちらでもない」を除く 45 件をピックアップし、KJ 法による定
性的分析を試みた。KJ 法は、ラベル作り→グループ編成→表札作り→図解化→叙述化の
流れで進めた。対象者には研究目的と結果発表について文書で説明し、同意を得た。
＜結果＞参加者の実態は、約 66％が女性で、30 ～ 40 代が半数を占め、医療関係、福祉関
係および就労関係が最も多く、それに家族が続いた。参加者の約 17％が初級研修を修了
済で、スキルアップを目的としていた。5 件法による質問紙の「とても満足」と「満足」
を合わせた満足度は 92.6％と高い数値を示し、対象別には、医療関係の 100％を筆頭に、
福祉関係、学生が高く、当事者と家族はそれぞれ 85.7％だった。当日は、参加者の満足度
の質についても詳しく報告する。なお、抄録及び発表時は、一般演題応募ならびに発表に
おける規定①②③を遵守している。

【キーワード】
誰でも参加できる SST、アンケート、参加満足度、ＫＪ法
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一般演題３　データからみる SST

ＳＳＴニューズレターの掲載記事の変遷と今後の展望
溝渕　博美 1、安西　信雄２

（1．医療法人社団以和貴会いわき病院、2．帝京平成大学大学院）

＜はじめに＞
　SST 普及協会のニューズレターは、1989 年に創刊され、編集体制や年間の発行回数お
よび紙面のリニューアルを行いながら、会員に様々な情報を提供してきた。
＜目的＞
　ニューズレターに掲載された記事内容の変遷を調査し、学会誌としての役割と今後の在
り方について考察する。
＜方法＞
　これまでに発行された 0 号～ 122 号の記事をカテゴリー分類し、創刊時から 5 年ごとに
集計を行い時期による差異を検討した。
＜結果＞
　ニューズレター創刊の 1989 年から 1993 年の 5 年間は、「実践報告」(29 件 )、「調査研究」(10
件 )、「体験報告」(29 件 )、「Q&A」(21 件 ) が掲載されていた ( 括弧内の数字はその期間の
記事件数 )。1994 年から 1998 年の 5 年間もほぼ同様であったが、1995 年に SST 普及協会
が発足して以降、1999 年から 2018 年までは「講演」や「紹介」記事が多く、「実践報告」「調
査研究」は少なかった。2019 年から 2021 年は「紹介」が 26 件と最も多かったが「実践報告」
が増えて 17 件となっていた。
＜考察＞
　上記の結果は、最初の5年はSSTの技法や実践の取り組みの紹介が重視されていたこと、
協会発足後は学術集会やワークショップ、研修会の開催が盛んになり、その報告や紹介に
重点が置かれたことを反映していると考えられる。今回の調査で 2004 ～ 2018 年は、学術
集会では SST の研究や実践報告の発表がされているのに、「実践報告」「調査研究」がニュー
ズレターにほとんど掲載されなかったという、協会誌としての役割を見直す結果となった。
　2019 年以降、コロナ禍のため行事開催が困難となり、編集委員会では、会員が SST 実
践への熱意を失うことのない企画を目指している。実践に役立つ情報提供を行うとともに、
会員の声や実践経験、研究成果の発表の場としてニューズレターを生かして行けるよう取
り組んでいきたい。

【キーワード】
SST ニューズレター、記事のカテゴリー分類、実践報告、編集方針
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一般演題３　データからみる SST

広島 SST 交流会の活動と今後の課題
河内　直人

（広島 SST 交流会）

＜はじめに＞
私たち広島 SST 交流会は、平成 18 年より、SST を気軽に学びたい方、初級研修を受け
た方のアフターフォロー、また県内の SST の普及等を目的として、認定講師を中心に立
ち上げた。そして、この会を継続していくことによって、参加者がより SST を身近に感
じたり、現場での活用に繋がるなど、さまざまな効果が得られた。反面、課題もいくつか
みつかり、今後の交流会継続について検討の必要性を感じるようになった。
今回、この広島 SST 交流会の活動を振り返ることで、今後どのような役割を担い、県内
SST の普及・発展に繋げていくことができるか、その方向性をまとめたので、ここに報
告する。

＜活動の実際＞
平成１８年～現在
年２～３回の頻度で活動。参加者へのアンケートによる要望で、ほとんどの会を半日（３
時間程度）とした。内容は、初心者向け研修（ファーストレベル）・スキルアップ研修・
事例検討会などが中心で（主には、課題分析、リフレーミング技法、SST 実施時の疑問
解決等に対するスキルアップ）、参加者の希望により、心理教育・ペアレントトレーニング・
疾患理解の勉強会なども取り入れ、多岐にわたった内容で開催した。また、不定期で県外
認定講師を招いた研修会を実施した。参加者は、FAX やフェイスブックなどの SNS を通
じて募り、精神病院、保健師、相談支援事業所、教員などさまざまな職種が集まった。

＜考察＞
交流会には、毎回１５～２０名程度の参加希望があり、SST を実施し継続していくこと
の必要性を感じている医療従事者等は多い。そして、活動開始から 15 年間この会が継続
できているのは、枠組みを固定せず、参加者の声に耳を傾け、「いつでも誰でも、双方向
に気軽にやり取りができる ” アットホームな雰囲気 ”」をモットーに、親しみやすく、横
のつながりを大切にするといった基本理念を崩さずに実施してきたことにあると実感して
いる。
しかし、新型コロナ感染症拡大により、予定していた会も中止を強いられる状態が続いて
いおり、今後はオンラインを含めた会の開催を検討していく必要があると感じている。ま
た、今後も現参加者のモチベーションを維持し、同時に新規参加者の開拓も視野に入れな
がら、県内 SST 従事者の拡大、地域連携等を念頭に会を継続していくためには、現理念
を守りつつ、県内実施の初級・中級研修を定期的に実施する方法を模索しながら、フォ
ローの場としての機能をもつ交流会の存在を強くアピールしていくことが重要であると考
える。加えて、更なる SST 認定講師の誕生に向けての対応も急務であると痛感している。
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一般演題４　様々な場面における SST

部活動における SST の実際
品田　卓磨

（開志学園高等学校）

はじめに
　通信制高校を中心とした一部の学校では、近年 e スポーツ部を設立し活動している。「e
スポーツ (esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、コンピューターゲー
ム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称である。e スポーツ
部では様々な性質のゲームを扱うが、その中にはオンラインでチームを組んで音声通話な
どでコミュニケーションをとりながら勝敗を競うゲームがある。こうした e スポーツの特
殊な条件下でのコミュニケーションや一般的な部活動にもある対面のミーティングを交え
たチーム作りなど多様な場面で SST や関連する技法を実施した。
目的
　学校教育における部活動で、SST の手法や考え方が活用できる場面がどの程度あるか
検証する。
倫理的配慮
　「学術集会などにおける一般演題等についての倫理的配慮に関する指針」を遵守。
方法
　部活動（e スポーツ部）において適宜 SST や関連する技法を実施
結果
　①ひとり SST
　②アンガーマネジメント
　③ミーティングに臨む基本姿勢・ルールづくり
考察
　部活動では勝利を追求するという目的のため感情的に衝突する場面も多くなる。こうし
た場面での SST の有用性は e スポーツに限らず広く認められるところである。一方でオ
ンラインという限定されたコミュニケーションの中で、どのように感情をコントロールし
立ち振る舞っていくかは高い社会性を求められる。高校生はこうした過程で多くの課題に
ぶつかるが、社会性を学んでいく手法の一つとして SST は非常に有効だと考えられる。
おわりに
　これまで高等学校をはじめとした教育領域で行われる様々な SST の形態について考察・
検証してきた。今回はその新たな試みであったが、部活動だけでなく SST のエッセンス
を取り入れたチームビルディングなど新たな展開が見込まれると考えられる。
　今後はミーティングで出てきた対人関係上の問題について SST をグループで実施でき
るようなチーム作りをしていきたい。

【キーワード】
教育　高校　部活動　e スポーツ ゲーム　チームビルディング
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一般演題４　様々な場面における SST

上司の非言語的スキル習得が部下のストレスへ及ぼす効果の検討
香川　朋美

（神奈川大学大学院人間科学研究科人間科学専攻臨床心理学領域）

　本研究では上司が適切な非言語的スキルを習得することによる部下のストレスへの効果
を検討することを目的とした。まず，一般企業に就業する従業員を対象とした質問紙調査
によって，非言語的スキルの生起頻度を評価する尺度を作成した。さらに，適切な非言語
的スキルを習得する SST プログラムの効果を検証するため，対象者を介入群 18 名（上司
4 名，部下 14 名），待機群 9 名（上司 3 名，部下 6 名）に割り付けて，介入群の上司にの
み SST を実施した。なお，本研究は，神奈川大学人を対象とする研究に関する倫理審査
委員会の承認を得て実施した。対象者には研究目的や結果の発表，および研究への参加は
自由意志によるものであり，一度承諾してから中断しても何ら不利益はないことについて
書面にて説明をし同意を得た。介入前，介入直後，介入後 4w のそれぞれの変化量について，
t 検定により群間比較した結果、介入群では上司の肯定的態度について下位項目の一部上
昇が認められたものの，部下のストレス低減効果は認められなかった。次に介入群ホーム
ワーク（以下、HW）実施数により、HW 高群（上司 2 名，部下 5 名）と HW 低群（上司
2 名，部下 9 名）に分けて比較したところ，HW 高群では，介入直後に HW 低群に比べて

「肯定的態度」の増加傾向〔t(4.49)=2.15,p ＜ .10〕が認められ , ストレス要因とされる「自
覚的な身体負担度」の減少傾向〔t(12)=2.08,p ＜ .10〕，および修飾要因とされる「上司か
らのサポート」と「仕事や生活の満足度」の増加傾向〔t(12)=2.02,p ＜ .10；t(12)=1.98,p ＜ .10〕
が認められた。この結果から，HW をより多く実行することによって，上司の「肯定的態度」
を部下が認識し，併せて「上司からのサポート」が増加したものと考えられる。本研究に
より，SST で HW をより多く実施した上司が適切な非言語的スキルを多く用いるように
なり，部下のストレス低減につながる可能性が示唆された。なお，本発表において，個人
および施設名が特定されるような表示はありません。

【キーワード】
非言語的スキル (Nonverbal Skills)，ソーシャルスキル・トレーニング (Social Skills 
Training)，産業ストレス（Job Stress），職場のメンタルヘルス (Occupational Mental 
Health)
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一般演題４　様々な場面における SST

主観的ウェルビーイングがうつ病休職者の 
社会生活スキルの習得に及ぼす影響

千葉　裕明、三木　和平
（三木メンタルクリニック）

【はじめに】
　主観的ウェルビーイングの多様な規定因のひとつに、社会生活スキルが挙げられる（堀
毛 , 2011）。両者の関係は通常、社会生活スキルを備えることで主観的ウェルビーイング
に良い影響を及ぼすと考えられている（鈴木・木野 , 2015）。したがって、主観的ウェルビー
イングが高い者の社会生活スキルは、そうでない者の社会生活スキルに比べて良好である
可能性がある。また、主観的ウェルビーイングが高い者は、社会生活スキルの習得を通じ
て主観的ウェルビーイングがさらに良好になる可能性がある。

【目的】
　開始時の主観的ウェルビーイングが、うつ病休職者の社会生活スキルの習得に及ぼす影
響を検討する。

【方法】
調査対象者　A クリニックの集団復職支援プログラム（週５日、全 10 週間）に参加し、「本
調査の協力に関するお願い」に同意が得られ、データ欠損のない 20 名（男性 14 名、平均
年齢 42 歳（SD = 9.3））であった。対象者の SST（週 1 回、全９～ 10 回）への平均参加
率は 88% であった。　実験計画　群２（主観的ウェルビーイング高群、低群）×時期２（開
始時、終了時）の２要因混合計画。　測度　KiSS-18（菊池 , 1988）：社会生活スキルの測
定に用いた。　SWBS（伊藤ら , 2003） 主観的ウェルビーイングの測定に用いた。調査時
期はいずれもプログラムの開始時と終了時とした。　調査期間　X-1 年 3 月から X 年 6 月
であった。

【倫理的配慮】
　「本調査の協力に関するお願い」の文書を作成し、①本調査の目的、②匿名化を含む本
調査項目の処理方法、③本調査への協力は完全に任意であり、協力しないことによって
A クリニックから不利益を被ることはないこと、④本調査協力への同意撤回が可能な期限、
などを個別に説明した。協力に同意した対象者からは同文書に署名を得た。

【結果】
　群分け　開始時の SWBS 得点の平均点（30.0）を用いて２群に分けた（SWBS 高群：
８名（男性８名、平均年齢 42.9 歳（SD = 6.1））、SWBS 低群：12 名（男性６名、平均年
齢 41.3 歳（SD = 10.8）））。検定　群と時期の２要因分散分析の結果、時期の主効果のみ
が有意であった（F (1, 18) = 7.39, p < .05））。多重比較の結果、SWBS 高群の KiSS-18 得点
が終了時に有意に向上した（t (7) = 2.36, p = .03）。また、群分けに用いた SWBS 得点の
群ごとの前後差は、SWBS 低群においてのみ終了時に有意に向上した（t (11) = 2.20, p = 
.008）。

【考察】
　うつ病休職者のうち開始時に主観的ウェルビーイングが低い状態像に対しては、社会生
活スキルの習得を促進するための付加的な工夫が必要である可能性が示唆された。

【キーワード】
復職支援プログラム　集団形式　うつ病　主観的ウェルビーイング
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一般演題４　様々な場面における SST

児童相談所における子どもと保護者への 
SST プログラムの実践報告

福永　佳也
（大阪府東大阪子ども家庭センター）

１．背景と目的
　東大阪子ども家庭センター（以下、センター）では、児童虐待、家庭内暴力、非行と
いった様々な事象に対して、在宅指導を実施している。センターが関わる子どもたちは、
家族状況や養育環境から他者との適切なコミュニケーションを学ぶ機会に乏しく、親子の
関わりについても支援を受けられる社会資源は限られている。本実践では、グループによ
る SST を通じて子どものコミュニケーションスキルの獲得をサポートし、保護者が子ど
もとの関わり方等を学ぶ機会とした。
２．方法
　SST プログラムは計 3 回、子どもと保護者を対象別に実施した。対象者は、センター
が通所指導が有効であると判断し、子どもと保護者が共にプログラム参加に同意が得られ
ること、子どもは小学生 4 ～ 6 年生を対象に選定した。センター職員 6 名（児童福祉司 4 名、
児童心理司 2 名）が担当した。
３．実践報告

【実施回数】20XX 年 12 月、20XX ＋ 1 年 1 月、20XX ＋ 1 年 2 月、全 3 回
【参加者数】対象ケースは 3 ケース（子ども 3 名、保護者 4 名）
【内容】

子どもプログラム 保護者プログラム
第 1 回 新しい友達に声をかけよう 子どもをほめる
第 2 回 うれしいときの気持ちの伝え方 子どもの話をきく
第 3 回 いやなときの気持ちの伝え方 子どもを叱る

４． 考察と今後の課題
　子どもは他児やスタッフとの遊びや学習を通して、体験的にコミュニケーションを学ぶ
機会となった。保護者は自身の関わりを振り返り、子育てにおける悩みや課題を他の保護
者と共有できたことが効果であると推察する。今後は、市町村も含めた児童虐待の予防プ
ログラムを構築することが課題である。

【倫理的配慮】実施について所属長の了承を得た上で、事前に子ども、保護者それぞれに
プログラムの目的や方法を口頭と書名で説明し、同意書に署名を得た。本報告は、個人が
特定できないよう配慮した上で発表することに同意を得ている。

【キーワード】
児童虐待、親子通所支援、ペアレントトレーニング
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一般演題４　様々な場面における SST

保護司のための「事例解決に役立つ SST 研修」プログラムの開発
～ 保護司研修特別委員会の活動報告として ～

吉田　みゆき
（同朋大学社会福祉学部）

１ はじめに
　SST 普及協会 ( 以下，協会 ) では，2017 年 7 月理事会で「保護司研修特別委員会」の
立ち上げが決まり，2018 年３月に協会と日本更生保護協会（以下，日更協）と全国保護
司連盟（以下，全保連）の顔合わせが行われ活動がスタートした．本委員会の目的は「初
級研修会を修了した保護司が，保護司面接で SST を生かすための，中級研修レベルの研
修プログラムを開発する」ことであった．
２ 経過
　日更協・全保連は 10 時間の初級研修を継続して開催してきた．それ以外にも全国の保
護司会で SST 研修は継続されている．講師は認定講師が中心となっている．その経過の
中で初級研修を修了した保護司から中級研修の要望が出てきた．そこで協会の〈中級研修
会要綱〉「３. 課題領域」における「保護司のための中級研修」という位置づけで研修プロ
グラムを開発することとした．日更協・全保連の協力を得て札幌，名古屋，福岡で「保護
司会で活用する SST」「事例解決に役立つ SST 研修」を実施し，その成果から 2019 年 10 
月「保護司のための中級研修」プログラム ( 案 ) を作成し，合わせて本研修の名称を「事
例解決に役立つ SST 研修」（６時間）とした．
３ 「事例解決に役立つ SST 研修」（６時間）
　研修の目的は① SST のおさらいをする，② SST の有用性を理解するとした．研修プ
ログラム構成は ( １) 講義「面接で SST を使うことについて」「面接の展開過程」，( ２) 演
習①「面接で SST を活用してよかった事例」を挙げて事例検討を行う，②「今後の面接
で SST を活用してみたいと思う事例」を挙げて事例検討を行う，③演習全体を振り返る
となっている．この研修を全国の保護司 30 名対象に 2019 年 12 月に東京で開催した．研
修終了後には参加者にアンケートに答えてもらった．
４ 倫理的配慮
　アンケート回収に際しては，対象者に目的，個人情報の保護，アンケート提出を持って
同意したとすることを説明した．
５ 結果
　アンケートから参加した保護司より概ね高評価を得た．一方，講師は保護司の活動の現
状を把握し，そのニーズにあった内容を展開する必要があることがわかった．

【キーワード】 
保護司　中級研修　保護司研修特別委員会 



一般演題 5
オンデマンド

コロナ禍でのSSTの試み
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一般演題５　コロナ禍での SST の試み

遠隔による誰でも参加できる SST の実践報告
佐藤　史教

（岩手県立大学　看護学部　精神看護学教育研究分野）

１．実践の目的と内容
　SST の実践技術を習得するには相応の時間を要し、継続した教育が必要である。しかし、
SST 普及協会北東北支部は他の支部と比較して会員数が少なく，また SST 普及協会認定
講師の数も少ないため，普及が進んでいない現状がある．そこで、発表者は医療保健福祉
従事者の SST の実践技術の向上と一般市民のメンタルヘルスに寄与するために、2015 年
から岩手県盛岡市において誰でも参加できる SST を開催している。
　誰でも参加できる SST は、2 か月に 1 回、継続して開催しており、医療保健福祉従事
者の他、精神疾患をもつ当事者や家族、一般市民、教育関係者など参加者は多様である。
時間は 18：30 ～ 20：30 の 2 時間とし、最初の 1 時間は毎回異なるテーマの講義を行い、
残りの 1 時間を SST 体験としている。
　2020 年度からは新型コロナウイルスの感染拡大の状況を見ながら、対面と遠隔のハイ
ブリッド形式か完全遠隔形式で開催している。完全遠隔形式で行う際は、SST の演習を
行うことが難しいため、講義と質疑応答という形式で開催している。
　なお、本報告においては参加者個人が特定されないよう十分な配慮を行う。

２．成果
　遠隔で参加した参加者からは「分かりやすいパワポと丁寧なご説明で、はじめて参加の
私にもついていけて、スッと入ってきました。ありがとうございます。」「お顔は拝見でき
ませんでしたが、素敵な皆さんにも感謝致します。」「Zoom で参加できることがありがた
いです。」などの感想が聞かれ、遠隔であっても高い満足度が得られていた。

３．今後の課題と展望
　遠方の参加者や小さい子どもがいる方も参加しやすいため、コロナ収束後も対面と遠隔
のハイブリッド形式での開催を予定しているため、演習方法の工夫が必要と考えている。
また、北東北支部では弘前市、青森市、秋田市（コロナ収束後に再開予定）で誰でも参加
できる SST を開催しており、各地の講義を遠隔で配信し、バラエティに富んだ内容とす
ることも検討している。

【キーワード】
遠隔、誰でも参加できる SST、実践
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一般演題５　コロナ禍での SST の試み

コロナ禍で継続し続けた SST プログラムの実践報告
渉里　さやか、河岸　光子、水津　貴之、本橋　勉、谷山　光一

（南関東支部　医療法人社団欣助会　吉祥寺病院）

【はじめに】
　2020 年の新型コロナウイルスの流行以降、全国で様々な研修会などが中止されてきた。
当院も例外ではなく新型コロナウイルス陽性患者の発生に伴い病棟でクラスターが発生
し、集団で集まる研修会等に関して慎重に実施をしている。その中でも治療プログラムの
一つである SST は、一度も中止せずに感染対策の工夫を図り継続的に実施することが出
来た。今回、コロナ禍でも SST を継続できた実践報告を行い、なぜ実施継続が可能となっ
たのかを明らかにする。

【目的】
　感染対策に必要な病院組織の取組、SST 運営のための重要項目を明らかにし、今後の
継続した治療プログラム運営に役立てられる。

【実践報告・結果】
１．治療プログラム運営は中止をせずに継続して実施
治療プログラムは治療の一環としての理解が組織的にある。クラスター病棟のプログラム
参加メンバーは院内感染対策規定により一定期間は病棟閉鎖となり欠席、病棟内での補習
や病棟閉鎖が解除になってから再参加とした。
プログラム構成は服薬教室、ステップバイステップグループ、退院準備グループである。
２．治療プログラム運営の工夫
①感染対策委員会との交渉と連携　②メンバーへのマスク定着のアナウンス　③プログラ
ムに参加するメンバーへのマスクを優先　④リーダーは、メンバーの声が聞き取りづらい
時はリーダーが繰り返し伝えて話す　⑤メンバーの席の位置、ロールプレイ時のソーシャ
ルディスタンス　⑥グループ全体の人数を２つに分け、リーダー、コリーダーのスタッフ
配置を考慮　⑦グループ中の換気の徹底等。
３．SST 運営スタッフの質の向上
スタッフ育成のシステムが機能し、スタッフの誰もがリーダーが出来る環境の構築が出来
た。委員会内での SST 技法の話し合いも充実した。

【倫理的配慮】
吉祥寺病院の倫理委員会で承認を得て今回の発表に至る。

【考察】
実施継続できたのは運営方法の工夫に加え、コロナ禍となる前からスタッフ育成や組織の
理解が得られていた為と考える。

【今後の課題】
マスク着用での会話の聞き取りづらさへの対応。セッション中のメンバー間での話題の共
有の仕方等、with コロナでの SST セッション運営継続に関しての質の向上。

【キーワード】　
プログラム継続
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一般演題５　コロナ禍での SST の試み

ビデオ会議システム Zoom を用いた 
オンライン SST セッションの取り組み 

「どないでも参加できる SST」の実践報告（第一報）
田口　功 1、瀧本　優子 2、足立　一３、福永　佳也４、松下　健史５、川端　洋子６

（１．さわ病院、２．梅花女子大学、3．高知リハビリテーション専門職大学、
4．東大阪子ども家庭センター、5．大阪リハビリテーション専門学校、

6．ジャパン EAP システムズ）

１．はじめに
　2020 年の COVID-19 感染拡大で対面での SST 実施が困難となったことをきっかけに、
オンラインでの SST を実現しようという有志で集まり活動を開始した。「どこからでも誰
でも参加できる SST」へ向けた取り組みについて報告する。
２．方法
　ビデオ会議システム Zoom を使って 2020 年 10 月から双方向でのオンライン SST セッ
ションを実施。この新たな取り組みは大阪風に「どないでも参加できる SST」と命名。
前半はゲストスピーカーに「ええお話」と称した講義を依頼し、後半は参加者自己紹介・
ウォーミングアップ・オンライン SST セッションを行った。
３．実践報告

【頻度】2020 年 10 月、2021 年 2 月、4 月、6 月、8 月、11 月、2022 年以降は 2 ヶ月に 1
回程度継続して実施予定。

【参加者数】20 人（10 月）40 人（2 月）、28 人（4 月）、20 人（8 月）
【内容】講義「ええお話」テーマ、セッションで扱った課題、参加者の感想、運営の工夫
については当日の報告で紹介する。
４． 考察と今後の課題
　本報告は IT の専門家ではない SST 実践者集団で開始したオンライン SST の取り組み
についてのものであり、参加だけでなく運営においても「誰でも」できる可能性を示唆し
ている。Zoom の機能を活かしたセッション（ブレイクアウトルーム・ロールプレイ時の
カメラフォーカス・板書の画面共有や二人同時書き込み）では、参加者との協働でオンラ
インの強み・課題が整理されてきた。今後はこれまでの知見をもとに実践者間で手法を共
有、どこからでも誰でも参加できる SST という新しい社会資源へ発展してゆくことを期
待する。

【倫理的配慮】資料中の写真は個人が特定できないよう加工した上で本人の同意を得て使
用した。

【COI】発表者及び共同演者に開示すべき COI 情報はありません。
【キーワード】
COVID-19、オンライン SST、誰でも参加できる SST
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一般演題５　コロナ禍での SST の試み

精神科デイケアにおけるオンライン SST の実践 
～「ホントにできるのか？」オンライン SST　～

松下　健史 1,6、足立　一 2、瀧本　優子 3、田口　功 4、川端　洋子 5、大西　絢子 6、 
永田　和也 6

（1．大阪リハビリテーション専門学校、2．高知リハビリテーション専門職大学、
3．梅花女子大学、4．さわ病院、5．ジャパン EAP システムズ、6．あまなクリニック）

1. はじめに
　COVID-19 が世界規模で猛威を振るい、不特定多数が集まる精神科デイケア（以下 DC）
においても対面プログラムが制限される中、有志（以下、外部講師）の協力を得て昨年
10 月より A クリニック DC にて始めたオンライン SST について報告する。
2. 実施方法
　オンライン会議システム ZOOM（以下、ZOOM）を使用し DC 通所者を対象にナイト
ケアの時間で 2020 年 10 月～ 2021 年 9 月までの間に全 9 回実施した。
3. 倫理的配慮
　本報告については、参加者に趣旨を説明し、発表に関する同意を得ている。
4. 経過
　開始当初は環境に不安を感じるメンバーがいることを考慮し DC 内で間隔を大きく取
り、テーマを挙げたメンバーの横で顔馴染みの職員がフォローし、外部講師がリーダーや
板書を行った。緊急事態宣言発令により密を避けるため DC 個室、フリー Wi-Fi スペース、
自宅等からそれぞれの端末を使い参加方法を変更し実施した。爆発的な感染拡大に伴いナ
イトケアが中止となり参加が自宅からに制限されるもオンライン SST は継続した。接続
環境等の問題から参加者は減少するも、セッション開始前に入室した参加者と外部講師が
雑談する姿も見られるようになる。
4. まとめ
　試行錯誤の中で始まったオンライン SST であったが場や人に慣れるにつれ、参加者か
らの発言も増え対面と変わらないやり取りが見られるようになってきた。また、SST 経
験が少なく進行に不安を抱えるリーダーであっても、認定講師を含む SST 経験者が時間
さえ合えば参加することができるのはオンライン SST ならではの大きな強みであると感
じた。
　接続環境や ZOOM 操作など課題は残すが、コロナ禍だからこそ生まれたオンライン
SST の可能性について実感している。当日は、実際の様子や事例を交え、課題や展望な
どについて報告する。

【キーワード】
COVID-19、オンラインセッション、ZOOM





一般演題 6
オンデマンド

SST研修・オンライン研修
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一般演題６　SST 研修・オンライン研修

面接におけるアセスメントの重要性について 
- アセスメントシート、チェックリストの 

効果的利用方法についての考察 -
坂本　浩 1、吉田　悦規２

（1. 兵庫医療大学リハビリテーション学部、2.　SST 認定講師）

【はじめに】
　SST はアセスメントから始まり、アセスメントで終わるといわれています。しかし、
現実の臨床場面では個別性であることや、障害別（発達障害、知的障害、うつ、統合失調
症）で考えなければならないことから、ポイントが多岐にわたりより一層複雑化し、目標
設定や課題設定に難しさを感じていらっしゃるのではないでしょうか。

【方法と結果】
　今回、①アセスメントシートを用いた面接の方法、②チェックリストを用いた面接の方
法、③障害別（発達障害、知的障害、うつ、統合失調症）面接方法の具体例を提示します。
そして、症状の段階別（前兆期、急性期、休息期、回復期）アプローチ法と共に、退院準
備、地域支援、就労準備支援またはリワークや継続支援を目標とした対象者を SST に導
入する方法について、経験した事例をもとに検証を行った結果を紹介します。

【倫理的配慮】
　事例は共同発表者吉田悦規氏の著書より用いました。著書中において用いられている事
例は個人や施設が特定されないように十分な倫理的配慮がされています。

【引用文献】
　吉田悦規 , 事例から学ぶ支援を深める相談技術−現場実践から導き出された 17 のメソッ
ド− , 中央法規 ,2020.

【キーワード】
　アセスメント、面接、SST 導入
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一般演題６　SST 研修・オンライン研修

2021 年度オープニングセミナー・オンライン研修会実践報告
河岸　光子、天笠　崇、加瀬　昭彦、佐藤　珠江、千葉　裕明、野口　学、 
佐藤　なな緒

（SST 普及協会事務局）

【はじめに】
COVID-19 感染が拡大し、ワークショップ in 仙台（以下 WS）が延期、そして中止となっ
た。その後も感染拡大は留まらず、研修会の在り方や工夫が必要になった。

【目的】
WS の実行委員会の思いを受け、本部事務局として 2021 年 7 月にオンライン研修会（以下、
7 月企画）を開催した経緯を報告し、今後の課題等を整理する。

【倫理的配慮】
普及協会の倫理規定を遵守。

【実践とその結果】
7 月企画開催のための検証を目的とし、2021 年 3 月、会員限定のオープニングセミナー（以
下、3 月企画）を実施、139 名の参加者を得た。その経験を踏まえ、WS in 仙台で登壇を
予定していた講師に再度依頼し、同年 7 月、一般公開の 7 月企画を開催、311 名の参加を
得た。
＜終了後アンケートより＞
・新しい試みを積極的に取り入れてくださり感謝。
・対面のみならず SST の可能性が垣間見えてきた感じ。
・見逃し配信のおかげで学習効果がとてもあがった。
・自宅で講演を聞けるのは、負担が少なくありがたかった。
・ブレイクアウトルームの活用で参加者間の情報共有ができるとなおよい。
・ 見逃し配信だけでなく、手元に資料があるとさらに振り返りやすいし、職場でも情報共

有することが出来たのでは。
・長時間オンラインの場合は少しでも休憩時間や軽い体操があるといい。
【考察】
・ 参加者数：3月企画では見逃し配信の広報が直前となり、参加者が想定より少なかったが、

7 月企画ではその周知も含め広報に力を注いだ効果があったと考える。
・ 参加者ニーズ：コロナ禍でも SST について学びたい、情報共有したいというニーズに

対応できた。
・ 技術的な問題：オンライン方式に不慣れで、司会進行やアクシデント等への即応が難し

かった。
【今後の課題】
・ オンライン企画に応じたスキル修得が必要。
・ Zoom ミーティングかウェビナーか、企画によって選択が必要。
・ オンライン企画特有の疲労度に配慮した工夫が必要。

【キーワード】
オンライン研修会　見逃し配信　
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一般演題６　SST 研修・オンライン研修

オンラインによる訪問支援勉強会を実施する
浅見　隆康 1、須藤　友博 2、畠山　恵子 3、円山　啓介 3、皆川　春香 4

（1．群馬大学健康支援総合センター、2．群馬県立精神医療センター、3．南浜病院、 
  4．いなほ園）

　2021 年 1 月から 10 月にかけて、北関東支部の会員を対象に実施した訪問支援勉強会の
概要を紹介する。
　開催理由は三つある。一つは、コロナ禍でも支部活動を行っていく必要がある、二つは、
近年訪問支援の必要性が一段と増している、三つは私たちが SST の学びを深める、である。
支部活動費で契約した Zoom を活用し、毎月第三木曜日（19：00 から 20：30）に、参加
者 13 名（うち協力者 5 名）にて行った。講師は協力者が務め、参加費は資料代として千
円徴取した。以下に毎回のテーマを示す。
　1 回目　支援の方法（１）−支援の対象者
　2 回目　支援の方法（２）−支援の目標　　　　　　　　　　　　　 
　3 回目　支援の方法（３）−気持ちを伝える
　4 回目　支援の方法（４）−行動を変える
　5 回目　行動を変える方法（１）−行動と気分と考えの関係
　6 回目　行動を変える方法（２）−問題解決の仕方
　7 回目　行動を変える方法（３）− SST の拡がり
　8 回目　SST を学ぶ　− SST のトレーニング法
　9 回目　訪問服薬心理教育プログラム（HOPE）− HOPE による訪問支援の仕方を学ぶ
　10 回目　これからの精神科医療の展開　−地域包括ケアの時代の中で
　実施してみて、オンラインによる場合でも初級リーダー養成研修で求められる獲得目標
は、かなり得られるように感じた。当日は 3 回目の「気持ちを伝える」を下に、その内容
を紹介し、各支部の今後の活動に役立てていただければと考えている。
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一般演題６　SST 研修・オンライン研修

SST チャンネル開設に関する実践報告 
～開設の経緯と今後の展望～

水津　貴之
（医療法人社団欣所会　吉祥寺病院、e- ラーニング委員）

【はじめに】
　2020 年の新型コロナウイルスの流行に伴い、全国で様々な研修会などが中止されてい
る。対面での研修開催が困難となっている昨今、Zoom 等のウェブツールを使用するこ
とで工夫して研修を実施している現状である。今後において、SST を衰退させない為に
あらゆる手法を用いて研修等を実施することは急務であり、その第一歩として取り急ぎ
YouTube を利用してチャンネル開設したことをここに報告する。

【目的】
　YouTube という誰もが触れやすいコンテンツを使用し運営することで、SST の広報及
びより気軽な web 研修参加への足がかりとするため、これまでの活動をまとめ、今後の
課題を考察する。

【実践報告・結果】
１．2021 年 4 月 27 日、SST チャンネルを開設。以降、全体公開動画は５本、SST 普及
協会会員（以下、会員）限定動画は５本アップロード中。
２．SST 普及協会にて、『e- ラーニング委員会』が発足。入会後数年で退会する会員が多
いことを問題視し、SST チャンネルの運営方法を含めた話し合いを実施。
３．取り急ぎ実践する必要がある内容として、チャンネル内にコンテンツが少なく、また
SST に新規に関わる人向けの動画がないことがあげられる。

【倫理的配慮】
　実践報告において動画に関わる人物が特定できないようプライバシーには十分配慮す
る。

【考察】
　研修内容を動画化することで後から、好きな時間に繰り返し動画を見ることができ、研
修の時間を確保することが難しい人にも役立つと思われる。YouTube というコンテンツ
の特性上、不特定多数が見るものであるため動画がコアな内容では広報としての利用効果
は薄くなる可能性が高い。

【今後の課題】
　広報として YouTube を使用するには SST に気軽に触れられるような内容が必要な他、
会員限定公開以外のコンテンツの増加が必要。

【キーワード】
YouTube　研修　e- ラーニング委員会



- 78 -

一般演題６　SST 研修・オンライン研修

コロナ禍における普及協会の普及活動―新たなチャレンジ
天笠　崇、加瀬　昭彦、河岸　光子、佐藤　珠江、千葉　裕明、野口　学、佐藤　なな緒

（（一社）SST 普及協会事務局）

はじめに
　新型コロナウィルス感染症のパンデミック（以下、コロナ禍）の下、オンサイトによ
る SST 実践と普及活動は停滞を余儀なくされた。この間、理事会執行委員会の指導の下、
当事務局は普及活動の IT 化を進めて来た。
目的
　IT 化の経緯と到達を振り返り、コロナ禍における普及活動の課題を明らかにする。
倫理的配慮
　普及協会の「倫理的配慮に関する指針」を遵守。
方法
　2020 年 6 月以降の IT 化対応を振り返る。
結果
・2020 年 6 月オンラインアプリ（以下、OLA）契約、協会・支部関連緒会議等で活用開始。
・ 9 月ニューズレターバックナンバーのアーカイブ化を実現し、「支部主催の OL による

研修会や会議等の開催マニュアル」を共有。
・ 12 月「OL 映像紹介コーナー」を協会ホームページに開設。
・ メルマガや事務局便り等の発行頻度を増やす。
・ 2021 年 3 月、7 月に OL 研修会を開催。
・ 4 月「SST チャンネル」を開設。
・ 8 月会員限定で視聴可能な OL 教材を契約。
・ 9 月 e- ラーニング委員会が暫定発足。
考察
　事務局に IT 専門家はおらず、悪戦苦闘の連続だった。映像紹介コーナー・SST チャン
ネルともコンテンツ不足である。会員限定の 3 月の OL 研修会ではトラブルはなかったが
赤字、一般公開の 7 月は黒字だったがトラブルがあった。それでもなお、今日に至れたの
は、コロナ禍以前からメーリングリストや別 OLA による緒会議開催経験等が下地にあっ
たこと、何より、正のフィードバックを遵守する参加態度、中長期的な展望に立った短期
的な目標の設定、傾聴するスタンス、全員参加の問題解決志向の議論となっても違和感が
ないこと、すなわち参加者が SST に習熟していることと無関係ではないと考えられた。
おわりに
　DX 推進が進まなかった場合「2025 年の崖」（経産省）といわれている年を、SST マイ
ンドを武器に「2025 年の頂」とすべく、DX を普及活動の新たなチャレンジにしたい。

【キーワード】
コロナ禍、普及活動、ＩＴ化、ＤＸ、SST マインド
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SST普及協会第25回学術集会in山口　実行委員会
大    会   長 中川　伸（山口大学大学院医学系研究科 高次脳機能病態学講座　教授）
副 大 会 長 兼行　浩史 （山口県立こころの医療センター　院長）
実行委員長 的場　文子（ストレスケア 235 ＆メンタルクリニック Matoba　院長）
実 行 委 員 平田　圭子（山口大学医学部附属病院　精神科神経科）
  小西　美恵子（訪問看護ステーションといろ）

SST普及協会第25回学術集会in山口　協賛一覧

アステラス製薬株式会社
アボットジャパン合同会社
ヴィアトリス製薬株式会社
エーザイ株式会社
大塚製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
大日本住友製薬株式会社

株式会社中島映像教材出版
フラワー・ブロス TMS 株式会社
Meiji Seika ファルマ株式会社
持田製薬株式会社
ヤンセンファーマ株式会社
吉富薬品株式会社
ルンドベック・ジャパン株式会社 

（2021 年 11 月 19 日現在　50 音順）

SST普及協会第25回学術集会in山口　後援一覧

山口県
宇部市
一般社団法人山口県医師会
山口県精神科病院協会
一般社団法人日本精神科看護協会山口県支部
更生保護法人山口県更生保護協会
一般社団法人山口県作業療法士会

山口県公認心理師協会
山口県精神保健福祉士協会
社会福祉法人宇部市社会福祉協議会
一般社団法人山口県社会福祉士会
山口県障害福祉サービス協議会
山口障害者職業リハビリテーション研究会

（2021 年 11 月 19 日現在　順不同）
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