石川県精神保健福祉士会では，様々な活動を行ってお
ります。今年はその活動に参画し頑張っている会員の声
をまとめてみました。
16 号

『かかわり』で繋がる
～石川県精神保健福祉士会に参画する中でみえたこと～
ピアサポートはくさん
宮野 泰
ご存知の方も多いとは思いますが、石川県精神保健福祉士会（以下県士会に省略）には３つの
部会と、その下に６つの委員会があります。私は平成 20 年から教育研修部教育研修委員会に所
属しています。
委員会に入る前の私は入職 2 年目で、当時は自分がクライエントの力になれておらず“先輩方
と比べて力不足である”という想いから常に不安を抱えており、不安を埋めるために様々な研修
に片っ端から参加をしていました。研修に参加することで交換する名刺の数や資料は増えていき、
研修に出たその日はホッとするのですが、いざ現場に出てみると増えた知識や人脈をどう活用す
ればいいのかがわからず、何かうまくいかず、次第に研修から足が遠のいていきました。
そんな時、職場の先輩から研修の企画をしてみないかと誘われ、とりあえず 1 度、教育研修委
員会に参加してみることにしました。
委員メンバーは働く圏域も経験年数もバラバラで、最初は「経験年数も浅く、研修の企画など
したことがない自分が言えることやできることはないのではないか」と感じて緊張しました。恥
ずかしながら先輩委員の方から「現行制度の課題についてどう思う？」など聞かれると、しどろ
もどろになって「何も話せないのでは」と思っていました。しかし、実際には「最近、利用者さ
んとかかわっていて悩んでいることない？」と聞かれたとき、初任者の自分でも想いや迷いを語
ることが出来ました。そして私のように悩んでいる会員のためにどんな研修ができるかを真剣に
考えている委員の雰囲気に、なんだか胸が熱くなりました。それから気づけば 9 年が経過し、研
修の企画を通して協働してきた委員メンバーや講師の方々は、職場内や学生時代の仲間とはまた
違う『かかわり』で繋がり語り合える、安心感や心強さを与えてくれる大切な仲間だと思ってい
ます。
そして、今年度から県士会の理事として参画させていただき、最初に感じたのは９年前に教育
研修委員会に初めて飛び込んだ時のような熱気と心強さでした。今年度の診療報酬改定を受けて
一層求められる長期入院患者の地域移行、災害対策、障害者虐待、司法や児童・高齢者など PSW
の活躍が求められる実践領域や専門性の拡大、平成 30 年度の医療福祉施策の大幅な改正に向け
て PSW は何を社会に伝えていく必要があるのか…。この全てのテーマが“今、ここで”生活する
全てのクライエントにつながるものです。組織として力を合わせこれらの課題解決をクライエン
トを中心に考え、行動をし続けている PSW が県士会の理事会に、そして日本全国にいるのだとい
う心強さを感じています。私が感じているこの思いを一人でも多くの会員の皆さまに届けられる
よう、共有できる仲間が増えるよう、会員の皆さまの胸をお借りしながら精一杯励んでいきたい
と思っております。
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総務部長

総務部は、社会で起こる時事に対し私たち専門職がどのように参画すれ

挨拶

ばよいかを検討し、研修会を開催したり、他専門職団体との連携を行って
います。司法や教育、虐待など新しい分野でのかかわりも増えてきている
中、具体的には権利擁護に対する取り組み、災害対策・支援体制の整備、
日本精神保健福祉士協会との連携、関係機関・関係団体等との連携の強化
を柱として今年度実施しています。
私たちに求められる役割は時代によって変わってきており、常に学習
し、今以上の連携をしていくことが求められています。平成 28 年度から
権利擁護委員会も立ち上げました。会員の皆様とともに私たちの専門性を
総務部長
木谷 昌平

磨いていければと思っております。写真の私は顔に脂がのっており、今が
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事務局

権利擁護委員会

事務局 岡部病院

災害支援体制
整備委員会

権利擁護委員会は平成 28 年

災害支援体制整備委員会に

れていた加賀こころの病院か

度に立ち上げられました。名前

ついては公益社団法人日本精

ら、平成２６年度より事務局を

をみると硬いイメージがありま

神保健福祉士協会の「災害ガイ

引き継ぎました。慣れない仕事

すが、委員は中堅が中心で構成

ドライン」に基づき、災害支援

の中で、会員の皆様にご迷惑を

されています。病院、相談、就

体制の充実を図るよう活動を

おかけすることも多い中、どの

労、県、保護観察所などなど所

しています。

ようにしていけば県士会の活動

属 機 関 も 多 岐 に わ た るの で 、

具体的には、災害時の安否確

や動きが分かりやすく会員が参

様々な視点から意見交換ができ

認を迅速に行う体制を整備で

加しやすいものになるのか等、

る委員会です（関心のある方は

きるようブロックごとに体制

試行錯誤しながら現在行ってお

ぜひご連絡を(^^)/）。

を整備し、地域連携を強化する

ります。

議題として、司法や教育現場に

取り組みを行っています。有事

今後様々な病院、事業所等に

おけるソーシャルワークについ

の際に活動できるよう研修会

事務局業務を担っていただける

て、また医療観察法や精神医療

の開催も行います。

ように“業務の見える化”をは

審査会、虐待の専門職チームな

かり、より会員に近い事務局と

どのことも話し合っています。

ません。いざ起こると私たちは

しての動きをとれるようにして

これらについて県士会としてど

何をすればよいのか…。そのよ

いきたいと考えております。皆

のように参画するべきか、私た

うなことにならないよう体制

様からのご意見やご指導を今後

ちに求められるものが何か、を

整備をしていきます。

ともよろしくお願いいたしま

考えていきたいと思います。

長きに渡って事務局業務をさ

す。

４

災害はいつ起こるかわかり

広報・調査研究部長挨拶
広報・調査研究部では、会員のみなさんに石川県精神保健福祉士会
に入会して良かったなと思っていただけるよう活動しています。会報
誌やホームページ委員会ではさまざまな形での情報発信を行ってい
ます。調査研究委員会では会員のみなさんの思いを活動に活かしてい
くことを目的として定期的にアンケート調査を行っております。
アンケート調査への回答や会報誌への寄稿など、会員のみなさんの
ご協力により広報・調査研究部の活動は成り立っております。今後と
広報・調査研究部長
吉岡 夏紀

会報誌委員会

も、当部会の活動にご協力いただければと思っております。
なにとぞよろしくお願いいたします。

ホームページ委員会

調査研究委員会

会報誌委員会では毎年 1 回
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教育研修部長挨拶
研修の場を通じて、会員一人ひとりが自分の実践を振り返りな
がら、ＰＳＷとしての悩み、ジレンマ等を他ＰＳＷと共感し合い、
話し合えたりすることで「また明日から頑張ろう！」と思えるよ
うな企画・運営をしたいと考えています。その思いから、研修の
企画は委員が日頃の当事者とのかかわりで思うこと等をざっくば
らんに出し合い、「こんなことを一緒に考えられたらいいね」
「こ
うすれば気軽に参加しやすいんじゃないか」等と話し合いながら
教育研修部長
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作り上げています。
会員の声を反映した身近なテーマや、参加者が主体的に参加で
きる内容、そして何より仲間と出会える、そんな場を教育研修部
で創り続けたいと思っています。

研修委員会

スーパービジョン委員会
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基幹研修Ⅰ・Ⅱ
基幹研修とは、公益社団法人日本精神保健福祉士協会が精神保健福祉士としての最低限の質の担保、知識・
技術・倫理・資質の向上を図ること等を目的として創設した生涯研修制度です。また基幹研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲまで
受講すると研修認定精神保健福祉士となり、更新研修を受講すると認定精神保健福祉士になる積み上げ方式の
研修でもあります。
基幹研修Ⅰは富山県、福井県、石川県が共催で毎年開催してきました。2016 年 8 月現在、石川県支部の研
修修了状況は基幹研修Ⅰが 68 名に対して基幹研修Ⅱは 14 名と、基幹研修Ⅰで留まっている方が多くいまし
た。
石川県支部として研修が受講しやすい環境となる様に、基幹研修Ⅱを石川県で開催したいと日本精神保健福
祉士協会に伝え続け、今年度の実施となりました。研修参加者は 90 名、内石川県からは 29 名と多くの方が
参加しました。今後も身近な場で研修に参加できるように環境を整え、皆様と共に学び成長していければと思
います。
ピアサポートはくさん

かかわりを重ね共
に考えていく事でク
ライエントへの理解
が深まっていき、ひ
いては相互的・循環
的な関係になってい
くと学べました。
はるかぜワーク
佐々木 瞳

「かかわること」の
大切さを講師の方が実
践を交えながら講義し
ていただき、今後の自
分の実践に活かしてい
きたいと思いました。
地域活動支援センター
たかまつ
西 康雄

PSW として基本と
なるような考え方を
改めて学んだり、色々
な意見や悩みを共有
したりと今後の励み
になりました。
加賀こころの病院
久光 遥香

一泊研修

河元 寛泰

本来もっと早く基幹研修Ⅱを
終了する立場なのですが、若い方
たちと一緒に受講させていただ
きました。自分の実践を説明でき
ることが専門職としての仕事で
あり、基幹研修はそのことを改め
て理解する機会となりました。
公立松任石川中央病院
窪田 和世

ピアサポートはくさん

中田 史朗

石川県精神保健福祉士会では、平成 26 年度から継続して一泊研修を企画しています。今年度も平成 28
年 12 月 3 日～4 日に能美市ふれあい研修センターさらいにて研修を行い、二日間合わせて 66 名の方々
に参加をしていただきました。
一泊研修では、第一回目から地域移行・地域定着をテーマに例年研修を企画してきました。精神科病院
で長期の入院を余儀なくされている方や退院後地域で生活をすることに不安を抱える方々に対して、我々
精神保健福祉士には今何が求められているのか、何が出来るのかを日本の長期入院の実態を学びながら地
域・医療双方の実践現場の立場から共に考え検討しています。そして参加していただいた会員の皆さま一
人ひとりが、自身の実践を振り返る機会になることを目指しています。
また、石川県精神保健福祉士会の会員の交流を深める目的もあります。年々宿泊される会員の方も増え、
若い世代の方々も多く参加していただけるようになりました。日々、実践を送っている職場以外の方々と
共に学び、食事やお酒を交わしながら夜通し語らえる場はこの一泊研修だけではないでしょうか。
これからも石川県精神保健福祉士会教育研修部は会員の皆さまに学びあり楽しみありの研修を作ってい
けたらと思っています。

一泊研修に参加し、事例検討やグループワーク、懇
親会を通して今後の実践に生かそう！と思える沢山の
学びを得ることができました。
桜ヶ丘病院

小林

県内で働く PSW の方々とお話しし、
「私も頑張ろう」
と意欲がわきました。自分を見つめ直す良いきっかけに
もなりました。
相談支援センターなごみ
宇野 結貴

理恵子
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加賀こころの病院
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県内にはソーシャルワーカーの職能団体が石川県社会福祉士会、石川県医療ソーシャルワーカー協会、当会の
３団体があります。ソーシャルワーカーデーのある７月に開催される合同研修は、実践報告やグループワーク等
を通してソーシャルワーカーとしての価値や視点を確認し合うこと、顔の見える関係づくりを促進すること等を
目的に行っています。
平成 28 年度は医療ソーシャルワーカー協会も参加されたことで、県内のソーシャルワーカーが一同に会した
研修を実現することができました。団体としての各々の活動の違いはありますが、今年度の研修のテーマである
『意思決定支援を考える』についてのグループワークでは「当事者のニーズに寄り添うことができているだろう
か」「自己決定を尊重したかかわりができているのだろうか」等、ソーシャルワーカーとして抱える悩みやジレ
ンマを共感しながら話し合うことができました。これからも“ソーシャルワーカーとは何か”について語り合え
る仲間として、一緒に研修を開催する予定です。

皆様の体験談から、私も自分
に与えられるかかわりの機会
に丁寧でありたいと気が引き
締まりました。貴重な場をあり
がとうございました。

職域の枠にとらわれず 3 団体で学び、議論を交
わせたことは、心強く、新鮮な体験でした。各々が
広く根を張り、それがつながっているのだと改めて
確認できました。三人行けば必ず我師あり。
公立能登総合病院

すみれ台デイケアりらいふ
茂木 孝太

精神センター

ピアサポートはくさん

坂村

河元

淨次

寛泰

石川県精神保健福祉士会、金沢弁護士会、石川県社会福祉士会の会員などが有志で立ち上げた私的な集まりと
して「いしかわ司法福祉研究会」が発足し、平成 26 年 4 月 25 日に第 1 回の勉強会が行われ、以後司法と福
祉の相互理解を深めるための勉強会を開催し続けてきました。回を重ねるごとに精神科病院の看護師、相談支援
専門員、更生保護施設職員、薬剤師、臨床心理士など参加者が増え続け、毎回の勉強会では新たな発見と知見の
深まりがあり、相互理解にもつながってきました。
いしかわ司法福祉研究会では司法と福祉の連携の必要性を共有してきました。その中で平成 28 年 7 月 9 日
に行われた第 9 回目の研修会から石川県精神保健福祉士会の正式な会の事業として企画を行い、金沢弁護士会や
石川県社会福祉士会と共催で開催致しました。その研修会では、効果的な連携にむけて立ち位置の違いと各職域
の専門性を確認し、いしかわ司法福祉研究会の目的を共有しています。今後、司法と福祉の専門職が連携する機
会がますます増える事かと思います。本人主体の視点をもちながら権利擁護を意識してかかわることが出来るよ
う、県士会としても私たち精神保健福祉士としての質の担保や底上げができるような研修を企画していきたいと
考えております。
弁護士会の方々を目の前にし
て、専門職としてもっと胸を張っ
て「ＰＳＷです！！」と言える自
分になりたいと強く思いました。

貴重な勉強の機会に感謝します。
権利擁護は司法に絡む相談も多く、今
後も合同研修会の発展が楽しみです。
石川県庁
下野 雅代

七尾松原病院
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医療相談室
大和 由紀

ＰＳＷひろば

「PSW のひろば」は、県士会に所属する若手 PSW
が実践のなかで感じているさまざまな思いについ
て、先輩 PSW が一緒に考えるコーナーです。

～ちょっときいてま～
～ちょっときいてま～

今回は、精神科病院に勤務している PSW の思い
について一緒に考えます

私は、精神科病院に勤務して２年目の女性の PSW です。
精神科病院に長期入院している A さん（男性５０代）は、身体的に不自由はなく、家族もいます
が、自分ができないことやお金がかかることに対して、「手伝ってくれ」「車に乗せていってくれ」
と依存的なところがあります。書類の記入や電話対応など本人にできることはやって貰うようにし
ていますが、この間、
「お金は払うし、○○が欲しいから買ってきてくれ。公用車が出せないなら、
あなたの車で行ってもらえないか」とお願いされました。他の方々はタクシーなどを使って買い物
に行っているので A さんだけ特別対応はできないと説明しても納得されず、逆に「PSW は何もし
ない」と責められてしまいます。PSW に言えば何とかしてくれると思われることに戸惑ったり、苛
立ちを感じたりします。どうしたらよいでしょうか？

先輩ＰＳＷより
利用者とのかかわりの中では、本来利用者がするべきことを、PSW に代わりにして欲しいと言われ
ることがあります。A さんは、自分ができないことやお金がかかることを PSW に手伝ってほしい、代
わりにやってほしいと言ってくることが多いとのことです。このような場合、A さんが自分でできる
ことを PSW が代わりにやってしまわないことや、できるように支援することは必要な態度です。また
PSW は、A さんが業務を理解してくれず、逆に責められることに戸惑いや苛立ちを感じるとのことで
すが、このように PSW が自分の感情に目を向け、自覚することも大切なことだと思います。
A さんとの「かかわり」の中で気になるのは、A さんは、なぜ PSW に頼んでくるのかという部分
です。A さんは、わからないことをすることに不安があるのかもしれませんし、面倒なことは人にや
って欲しいと思っているのかもしれません。紙面なので、A さんとのやりとりは、十分伝えきれてい
ないと思いますが、A さんの思いと PSW の思いがすれ違っている気がします。
A さんには、PSW に頼んでくる理由があり、A さんの状況や背景、感情も含めて、思いや理由を理
解（アセスメント）することができれば、A さんの思いに寄り添うことや A さんが自分でできるよう
にする方法を一緒に考えることもできるのではないでしょうか。また、A さんの思いや言動の意味を
推し量ることで、PSW が今感じて い る 戸 惑 い や 苛 立 ち に も 変 化 が あ る か も し れ ま せ ん 。相
手の思いや考えを聴き、受け止め、理解し、その上で思いや方法について、時間をか
けて話し合っていくことが大切だと思います。
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精神保健福祉士
医王ヶ丘病院 医療福祉相談室

安宅 瞳

今年度より県士会に入会させていただきました安宅瞳と申します。現在は医王ヶ
丘病院のグループホームやすらぎハイツの世話人として働いています。利用者の方
との関わりの中で、知識や経験の少なさを痛感しながらも、周りの方々に支えてい
ただき、日々業務に励んでいます。研修への参加を通して、精神保健福祉士として
の専門性の向上に努め、今後の実践に活かしたいと思います。どうぞよろしくお願
い致します。

加賀こころの病院 医療福祉相談室

浦谷

彩花

平成 28 年度より石川県精神保健福祉士会へ入会させていただきました浦谷と申
します。4 月より加賀こころの病院で精神保健福祉士として働いています。患者さ
んと関わる中で、自分の知識不足や経験不足を日々感じています。また、精神保健
福祉士とは何か、どのような役割があるのかと悩むこともあります。県士会による
研修等に参加させていただいて学び、少しでも成長をしていければと考えていま
す。よろしくお願いいたします。

ときわ病院 地域連携室

中村 裕紀

平成 28 年度より県士会に入会させていただきました中村と申します。営業職とし
て 20 年会社勤めをしてきましたが、平成 28 年 4 月からときわ病院で精神保健福祉
士として勤務しています。現在は地域連携室で受診相談や入院・転院の調整などを担
当しています。広報としての役割もあり、営業との共通点を感じる一方、地域連携室
における精神保健福祉士の専門性や役割について悩む事もあります。皆様にはお世話
になる機会も多いかと思います。どうぞよろしくお願い致します。

公立能登総合病院

木下 真由美

「公立能登第二病院」という鉄格子のある精神科病院に就職し、衝撃を覚えたのがつい
この前の様に感じますが、気づけば名前だけはベテランと呼ばれる立場になりました。
私が、新人のころから精神保健福祉士として大切にしていることは、クライエントの思
いを聴き、その思いに寄り添っていくことです。実際は経験を重ねても、自分の価値を押
し付けていたり、わかったような気になっていただけだったりと、反省することも多いで
すが、その方を理解したいという気持ちは持ち続けていきたいと思っています。

岡部病院

舟田 淳子

平成 7 年 2 月から岡部病院で働いています。
「ベテラン」などと呼ばれる年齢となっ
てしまったことに恐怖を感じずにはいられないとともに、勿体ないお言葉で恐縮至極に
存じます。年齢はベテランの域なのでしょうが、いつまでも自信のなさはついてまわり
ます。なぜなら関わり始めはいつも新人であるからかもしれません。学び続けるこの職
業に就いたことを誇りに思いつつ、これからも皆様のお力を借りながらこの仕事を続け
ていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
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相談支援事業所かが

河原 康代

今回、原稿依頼をいただいた際に「ベテラン紹介」と言われ、自分はまだまだベテランには
達していないと実感するとともに自分の PSW の実践を改めて振りかえられるいい機会をいた
だいたと感じています。改めて考えると、
〔冷静な頭脳と暖かいこころを持ち合わせていたい〕
〔同じ生活者としてともに考えられる協働者でいたい〕〔自分の感情を吟味できる心の余裕を
もちたい〕ということを大切にしています。しかし実際は、〔チャレンジができなくなってい
る〕
〔影響を受けないように自分を守ってしまっている〕
〔楽しんだり、悲しんだり、怒ったり、
喜んだりできる時間が減っている〕状況です。
改めて、初心に返り利用者とともに過ごす時間を大切にし、経験で培った知識、技術、価値
を充分に活用して今後も取り組んでいけたらと思っています。

★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★

精神医療審査会

活動報告

精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、精神科病院に
入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために都道府県に設置さ
れているものです。
月 1 回の審査会では、石川県内の医療保護入院者の入院届、措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告書
の入院要否の審査、そして退院請求又は処遇改善請求の審査を、石川県こころの健康センターで行っています。
審査会の合議体は、医療委員（精神保健指定医）・法律家委員（弁護士等）・有識者委員（精神保健福祉士等）
にて構成されています。ちなみに当会からは寺西会長が有識者委員、私が予備委員として、合議体での審査や退
院請求、又は処遇改善請求での病院への意見聴取に加わっています。
医王ヶ丘病院

棚瀬 好康

★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★＊★★

日本精神保健福祉士協会代議員

活動報告

今年度より、日本精神保健福祉士協会において代議員制が導入されました。
石川県支部の構成員の皆様のご意見は当方で集約し、日本協会の総会で表明さ
せていただくことになりました。代議員制になり初めて迎えた総会は平成 28
年 6 月 17 日に開催されました（詳細は日本協会 HP 掲載の議事録参照）。当
方からは事業計画について、精神保健福祉士の実践について事例性を持って示
していくことの必要性や、先駆的な取り組みへの支援活動について述べさせて
いただきました。
現在、代議員による皆様からの意見集約については、メーリングリストでの情報発信や理事が個別に皆様から
聴取させていただく等の方法に止まっています。今後、皆様にとってタイムリーに意見を表明できる仕組み作り
を検討して参りたいと考えております。是非ともご協力いただければと思います。
やたの生活支援センター
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岡安 努

医療法人 松原会

七尾松原病院 医療相談室
七尾松原病院 精神科デイケア コスモス
穴水こころのクリニック
ピアサポートのと
【地域活動支援センター、相談支援】

津田

高橋沙 大和

木谷

ピアサポート北のと
【地域活動支援センター、相談支援】
スマイル【共同生活援助】
七尾松原病院を中心に、様々な
障害福祉サービスがあります。
平成 18 年に資源がなかった奥
能登地区にクリニックを作ったり、
平成 26 年七尾市内にケーキ屋
（就労 B）を作りケーキ業界に一
石を投じたりと、様々なことに挑
戦しています。
そんな松原会で働く PSW は全部
で 10 名（H29.1.1.現在）います。
よろしくお願いします。

れんげそう【共同生活援助】
スターハイツ【共同生活援助】
ぱいんの家
【就労継続支援 B 型、就労移行支援】

高橋直 宝達

大松

多木

シフト【就労継続支援 B 型】
ピアハウス
【自立訓練（宿泊型・通所型）、
就労継続支援 B 型】
伊達

松本

石川県精神保健福祉士会 facebook では、研修案内等のお知らせをしていま
す。コメントや「いいね！」をお待ちしています。

入会・会員情報変更については事務局へご連絡下さい
石川県精神保健福祉士会事務局
医療法人積仁会 岡部病院

〠 921-8114 金沢市長坂町チ 15 番地
☎（076）243-1222
Fax 076-243-9099
Mail ishikawapswjimukyoku@gmail.com
担当：事務局長：国下
事務局員：奥田、寺本

石川県精神保健福祉士会 ホームページ 「会員ページ」のパスワード・ID について

ユーザー名：「
」 パスワード：「
URL：h t t p : / / i s h i k a w a - p s w . m a i n . j p / i n d e x . h t m l

」

〈〈 編集後記 〉
〉
今年度より会報誌委員会にも新しいメンバーが加わり、石川県精神保健福祉士会の活動をまとめた“くろーばー
１６号”をお届けすることができました。所属機関が異なる会員で集まり、話し合いを重ねて会報誌が形になって
いくことは、大変な反面とてもよい経験になっていると思います。県士会の活動に興味のある方はいつでも気軽に
お問い合わせください。
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