
４．地域生活支援部 

１．学会発表 

演題 発表者 年月日 学会名（開催地） 形式 

摂食障害症例に対し、多職種連携の中

で作業療法が体重にこだわらないか

かわりを担い回復していった症例 

中重衛（地域医療連携係作業

療法士） 
2021.9.30 

日本作業療法士協会事

例登録制度 
 

発達障害を持つデイケア利用者の障

害受容とそれに必要な支援について

の一考察～発達障害専門プログラム

の実践報告およびそれを振り返って

～ 

永田格丈（社会復帰支援係公

認心理師兼臨床心理士） 
2021.11.6～11.7 

第 8回成人発達支援学

会 
 

発達障害専門プログラム利用者への

プログラム提供のあり方について～

開設後 5年間の変遷から見えてきた

もの～ 

小西亮（社会復帰支援係精神

保健福祉士） 
2021.11.6～11.7 

第 8回成人発達支援学

会 
 

 

２．院外講演・講義・啓発活動  

演題等 講師 年月日 会場等 備考 

関西アルコール関連問題学会和歌山

大会 

佐藤周（地域医療連携係精神

保健福祉士） 
2021.5.8  

オンライン研

修 

新任職員第三次研修 
大島由里子（訪問看護係長、

精神科認定看護師） 
2021.6.29 

びわこ学園医療福祉セ

ンター野洲 
 

初級障害者スポーツ指導員養成講習

会 

加藤郁子（社会復帰支援係

長、作業療法士） 
2021.7.17 

滋賀県障害者福祉セン

ター 
 

発達障害に関する支援者講座 

加藤郁子 

葛原史博（地域医療連携係主

査、精神保健福祉士） 

2021.10.6 滋賀県立むれやま荘  

滋賀県看護協会主催精神科訪問看護

療養費基本算定研修 
大島由里子 2021.10.15～10.17 

滋賀県看護研修センタ

ー 
 

アルコール健康障害対応研修 

村上晶子（地域医療連携係主

査、公認心理師兼臨床心理

士） 

佐藤周 

中重衛 

2021.10.24 滋賀県立総合病院  

アディクション関連問題事例検討会 佐藤周 

村上歩惟（地域医療連携係精

神保健福祉士） 

2021.11.1  

 

南部健康福祉事務所  

第 6 回滋賀県医療観察法ネットワー

ク会議研修会 

上林亮介（地域医療連携係主

査、公認心理士兼臨床心理

士） 

佐藤周 

2021.11.19  オンライン研

修 
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山村優奈（地域医療連携係精

神保健福祉士） 

桃井駿（地域医療連携係作業

療法士） 

アルコール・薬物依存関連学会合同

学術総会三重大会ワークショップ 

佐藤周 

 
2021.12.18  

オンライン研

修 

薬物依存症対応研修 
村上晶子 

佐藤周 
2022.1.30   

東近江圏域サービス調整会議主催研

修会 
上林亮介 2022.3.22  

オンライン研

修 

 

３．院内研修・講演会 

演題 講師 年月日 備考 

看護部新採看護師研修 加藤郁子 

大島由里子 

村上晶子 

葛原史博 

中重衛 

小西亮 

2021.6.11  

ゲーム・インターネット依存症治療指

導者養成研修復命・報告会（ATR・PSM

合同院内研修会） 

 

佐藤周 

 

2022.2.24 

 

 

４．院外研修 

研修先 日程 研修生 研修先 備考 

訪問看護初任者研修 2021.5.20、6.17 吉川曜子（訪問看護係主査、看

護師） 

 オンライン研修 

主査級研修 2021.6.1、6.14 山田孟志（地域医療連携係精神

保健福祉士） 

上林亮介 

政策研修センター  

ギャンブル障害の精神保

健福祉相談・実践の実践研

修 

2021.8.20 中重衛 横浜市こころの健康相

談センター 

オンライン研修 

精神保健判定医等養成研

修 

2021.8.20 大澤愛美（地域医療連携係主査、

精神保健福祉士） 

 オンライン研修 

滋賀県医療ソーシャルワ

ーカー協会初任者研修会 

2021.8.26 浦谷彩加（社会復帰支援係精神

保健福祉士） 

 オンライン研修 

全国自治体病院研修会 2021.9.1～9.3 加藤郁子  オンライン研修 

第 16 回医療観察法関連職

種研修会 

2021.9.3 上林亮介 

桃井駿 

佐藤周 

 オンライン研修 
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アディクション関連問題

従事者研修 

2021.9.15 佐藤周  オンライン研修 

依存症対策全国拠点機関

設置運営事業ギャンブル

等依存症研修 

2021.9.16～9.17 中重衛  オンライン研修 

病院事業庁師長級看護職

員研修 

2021.9.18 福岡雅津子（医療連携係長、精

神看護専門看護師） 

大島由里子 

滋賀県立総合病院  

選択型研修スキルアップ

コースⅠ 

2021.10.1 大澤愛美 政策研修センター  

令和 3年度ゲーム・インタ

ーネット依存症治療指導

者養成研修 

2021.10.14～

10.15 

佐藤周 独立行政法人病院機構

久里浜医療センター 

オンライン研修 

臨床実習指導者講習会 2021.10.16～

10.17 

藤原景（地域医療連携係作業療

法士） 

滋賀県作業療法士会 オンライン研修 

選択型研修スキルアップ

コースⅠ 

2021.10.22 山田孟志 政策研修センター  

医療ソーシャルワーカー

リーダーシップ研修 

2021.11.15～

11.17 

大澤愛美  オンライン研修 

令和 3 年度滋賀のみんな

でつくる地域精神保健医

療福祉チーム事業研修会 

2021.12.17 吉川曜子 滋賀県立精神保健福祉

センター 

オンライン研修 

WRAP ファシリテーター養

成研修 

2021.12.29～

12.31 

桃井駿 Human Flower「カスタ

ナの家」 

 

解離の新しいアセスメン

ト法に基づいたトラウ

マ・ケアの実際 

2022.1.22～1.23 村上晶子  オンライン研修 

依存症専門医療機関/相談

員等全国会議 

2022.1.28 村上晶子 

 

 オンライン研修 

第 9 回全国指定入院医療

機関精神保健福祉士協議

会 

2022.2.25 佐藤周 

山村優奈 

 オンライン研修 

退院支援機能強化事業全

体研修会 

2022.2.25 大島由里子 滋賀県病院協会 オンライン研修 

大津市メンタルヘルスに

関する地域包括ケア研修

会 

2022.3.11 中重衛 

小菅紫乃（訪問看護係主任看護

師） 

辻和也（地域医療連携係公認心

理師兼臨床心理士） 

滋賀県立精神医療セン

ター 

オンライン研修 
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５．実習・研修受入実績 

学校・施設名 研修の種類 学生数 実習日数 延べ人数 

佛教大学 臨床実習（作業療法士） 2人 38日×1人 

5日×1人 

43人 

佛教大学 臨床実習（精神保健福祉

士） 

1人 12日 12人 

京都橘大学大学院 臨床実習（専門看護師） 2人 25日 50人 

京都橘大学 臨床実習（作業療法士） 5人 1日×1人 

5日×1人 

10日×2人 

26人 

藍野大学 臨床実習（作業療法士） 4人 5日×3人 

10日×1人 

25人 

京都医療専門学校 臨床実習（作業療法士） 1人 5日 5人 

龍谷大学 精神保健福祉援助実習

（精神保健福祉士） 

2人 12日 24人 
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