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病院から地域へ

重い精神障害のある人々を対象とする医療および地域生活支援として、
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の地域ケアシステムも確実に変化、展開してきました。しかし

現状は変わりません。ここ

目指してきたものを振り返り、また

地域精神医療、地域生活支援の
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FAX 06-7172-9294（ACT ブロック別研修 in 近畿 事務局宛） 

① お名前
ふ り が な

：         ご所属：            

連絡先：電話（        ）FAX（        ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

② お名前
ふ り が な

：         ご所属：            

③ お名前
ふ り が な

：         ご所属：            

④ お名前
ふ り が な

：         ご所属：            

⑤ お名前
ふ り が な

：         ご所属：            

←会場はこちら 

● FAX の場合 上記宛先まで、FAX でお申し込みください。 

● メールの場合 actkinkiblock@gmail.com へ ①参加者氏名 ②所属機関 をお知らせください 

※ いずれの場合も事務局からの返信をもって受付完了と致します。 

※ 複数名お申し込みの場合は、代表の方（①）の連絡先をご記入ください。 

※ 当日参加も可能ですが、定員に達した場合等は入場をお断りする場合がございます。 

【申し込み方法】締切 平成 28 年 6 月 20 日（月）定員に達し次第締め切らせて頂きます 

【会場案内】 茨木市市民総合センター（クリエイトセンター） 

住所：大阪府茨木市駅前 4 丁目 6-16 

事務局返信用：□ 受け付けました ／ □ 申し込みを締め切らせて頂きました 


