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開催案内

「支援サービスの≪見える化≫とリカバリー」の先に私たちがめざすもの
リカバリー全国フォーラムは今年第９回を迎え、毎年 2 日間にわたり
1500 人近い参加者により開催されて来ました。回を重ねる中で、当事
者・家族・精神保健福祉＆医療関係者・市民など職種・所属を超えた仲
間が全国から集い、活発な議論を行う場として定着しています。
フォーラムではこれまで、「リカバリー志向サービスへの転換」、
「支
援サービスの《見える化》と私たちのリカバリー」を大会テーマに、
フォー
ラム全体で議論すると共に、分科会の活動を進めてきました。コンボ
10 周年の今年は、これまでの取り組みを振り返ると共に、これから先
10 年、20 年に向けて、私たちがめざすべきものは何か、これから何を
すべきなのか等について、改めて大いに語り合う場にできればと思って
います。
皆さま方が、全国から積極的にご参画いただくことを心よりお待ちし
ています。

認定特定非営利活動法人

日時

主催

会場

定員

2017

8.25 -26

認定特定非営利活動法人

FRI

SAT

地域精神保健福祉機構（コンボ）

帝京平成大学 池袋キャンパス 本館
▶ JR 池袋駅東口から徒歩 12 分

1200 名

@recoveryforum

facebook.com/recoveryforum

〒272-0031 千葉県市川市平田 3-5-1 トノックスビル 2F

Tel.047-320-3870 / Fax.047-320-3871 https: //comhbo.net
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9：30

10：00 - 10：15

受付

10：15 - 12：15

主催者挨拶

「支援サービスの
≪見える化≫とリカバリー」の先に
私たちがめざすもの（仮）

記念講演

12：15 - 13：30

昼休み

13：30 - 14：50

トークライブ

15：10 - 17：40

分科会

伊藤順一郎

＊13：20 - 13：30 ご案内タイム

司会

18：00 - 20：00

2

どのようにしたら、ピアスタッフになれるのか？

3

アンチスティグマとリカバリー

〜イタリアからの声を聴いて：ボローニャの友だち part2 〜

イヴォンヌ・ドネガニ（ボローニャ精神保健局元局長）、フォアン・クラウス（エータベータ社会的共同組合）、増川ねてる（WRAPファシリテーター）

古関俊彦（NPO法人颸埜扉）、竹内政治（精神障害者当事者会ウィーズ）、相川章子（聖学院大学） 、他
〜相模原事件を考える〜

松本俊彦（国立精神・神経医療研究センター）、野辺さやか（ＮＨＫ制作局）、宇田川健 （コンボ）、髙𣘺清久（コンボアドバイザリー）

精神医療の「見える化」2017

4

秋山剛（NTT東日本関東病院）、加藤伸輔（在）、佐藤光展（読売新聞）、依田晶男（全国土木建築国民健康保険組合）、他

5

みんなねっと家族学習会企画プロジェクト：岡田久実子、飯塚壽美、佐藤美樹子、天川智子

家族だからできる家族支援プログラム「家族による家族学習会」とは

9：30 - 11：45
11：45 - 13：00
15：50 - 16：40

懇親会
発達障害と就労

6

鈴木要介・池田義一（ライジングサンセキュリティーサービス）＆柴田泰臣（フラッグ）、浦野由佳・金塚たかし（JSN）、他

7

佐々木理恵（すぺぃろ）、澤田高綱（てとて）、相澤和美（国際医療福祉大学）、川口敬之（北里大学）、他

精神医療サービスの「見える化」を未来から語るプロジェクト

8

リカバリーを促進する治療ガイドラインの活用

9

未来語りのダイアローグ（Anticipation Dialogue）

堀合研二郎（横浜ピアスタッフ協会）、渡邊衡一郎・坪井貴嗣（杏林大学）、杉山暢宏（信州大学）、加藤玲（新宿フレンズ）

伊藤順一郎（しっぽふぁーれ）、福井里江（東京学芸大学）、森川すいめい（みどりの杜クリニック）、三ツ井直子（KAZOC）

精神障碍者の立場から合理的配慮を考える

10

菅原正和・黒澤陽・橋本達志・渡辺亜美（ここリカ･プロダクション）、矢部滋也（北海道ピアサポート協会）

11

ゆま（東京うつ病友の会）、女性の当事者、他

公募企画

公募企画

女性とうつ

受付
シンポジウム

これからの 10 年に私たちがめざすもの：
「見える化」の実質化と確かなネットワークの形成（仮）
13：00 - 15：30

昼休み
クロージング

司会

座長

大島巌（認定 NPO 法人コンボ）

分科会

認定NPO法人コンボ

宇田川健（共同代表）＆ 大島巌（代表理事）＆ 髙𣘺清久（アドバイザリー）

13：00 - 15：30

17

12

WRAP - 元気回復行動プラン

18

13

当事者の結婚・子育てを支えるための配偶者と子どもの支援

14

就労支援機関との付き合い方

15

IMR2017

16

ピアサポートの部屋

分科会

（代表理事）

宇田川健（認定 NPO 法人コンボ）

リカバリー宣言 2017

9：00

大島巌

（共同代表）

私とコンボ、これまでの１０年、これからの１０年を語ろう

1
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宇田川健

（共同代表）

15：10 - 17：40

分科会

認定NPO法人コンボ

全国のWRAPファシリテーターの皆さん

19

横山恵子（埼玉県立大学）、蔭山正子（大阪大学大学院）、配偶者・子どもの立場の皆さん

20

働く人のミーティングCAT実行委員、荒木翔 (ビルドⅡ)、加藤龍・大空美穂子(フラッグ)
〜 いまから みんなで リカバリー 〜（Illness Management and Recovery: 疾病管理とリカバリー )

加藤大慈、内山繁樹、中村亮太、生活支援センター西・鷹岡病院の皆さん、他
〜 結婚している人の話を聞いてみよう 〜

酒井洋・香代、有村律子（ポプリ）、高木良文（そよ風）、秋本謙一・智子、宇田川健（コンボ）

IPS：個別就労支援

〜リカバリーにおける働くことの意味〜

香田真希子（目白大学）、本多俊則（コミュネット楽創）、池田真砂子（ゆるら）、IPS利用者の皆さん

精神科医療の長期入院を斬る！
高木俊介（たかぎクリニック）、志井田美幸（KUINA）、梁田英麿・笠原陽子（S-ACT）、当事者の方

みんなで授業してみよう！

〜学校メンタルヘルス教育をよりよくするために〜

学校MHL研究会： 篁宗一（静岡県立大学）、松浦佳代（国立看護大学校）、他

活用しよう精神科デイケア！

〜リカバリーを目指していくときの
精神科デイケアのつかいかた〜

デイケアのユーザーと家族、有川雅俊（汐入メンタルクリニック）、原敬造（原クリニック）、他

21

LGBT への理解と支え合い

22

退院支援の原点を考える part2

鈴木麻斗（Medical G Link）、長野香（SHIP）、石川真紀・石田惠美（千葉県精神保健福祉センター）、他
〜生かそう地域とピアの力〜

小佐野啓（あおば福祉会）、高野悟史（駒木野病院）、中越章乃（神奈川県立保健福祉大学）、他
＊プログラム・出演者は変更の可能性があります。

当日参加

1日参加

一 般

10,000(8,000)

11,000(9,000)

ー

学 生

6,000(4,000)

7,000(5,000)

ー

5,000(3,000)

6,000(3,000)

4,000

当事者

4,000(2,000)

5,000(2,000)

3,000

＊カッコ内は賛助会員割引料金。
賛助会員のお申込みをされた場合は、
賛助会員の参加費が適用されます

事前参加・宿泊等の
申込・お支払い
申込完了

事務局

家 族

リカバリー全国フォーラム2017
https://v3.apollon.nta.co.jp/recovery2017/

ファックス・郵送

事前登録

インターネット

参加費

申込用紙
記入

お支払い

FAX・郵送

申込完了

開催案内（申し込み用紙付き）は、コンボのホームページ
からダウンロードするか、事務局までご連絡ください。

〒272-0031 千葉県市川市平田 3-5-1 トノックスビル 2F 認定ＮＰＯ法人コンボ
「リカバリー全国フォーラム事務局」
（担当：桶谷・秋山）TEL：047-320-3870 FAX：047-320-3871

