所属

専門職大学院

職名

教授

氏名

古屋 龍太

大学院の授業担当の有無

○

（有・無）

Ⅰ 授業科目
社会福祉学部

精神保健福祉士課程：精神保健福祉援助実習、精神保健福祉援助技術総論

専門職大学院

専門演習Ⅰ・Ⅱ、実践課題研究Ⅰ・Ⅱ、実践の省察と評価、事例研究4（地域・医療分野事例Ⅱ）、
個別スーパービジョンⅠ、グループスーパービジョン、職場のメンタルヘルス、ソーシャルワーク面接
技法、地域移行支援ソーシャルワーク、発達障がいの理解と支援

大学院博士前期
大学院博士後期
通信教育科

精神保健福祉士養成課程：精神保健福祉の制度とサービス、精神保健福祉援助実習指導

Ⅱ 教育活動
教育実践上の主な業績

年月日

概

要

1 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
個別スーパービジョンの展開

2017年4月〜 認定社会福祉士認証・認定機構のスーパーバイザーとして、同機構のツ
2018年3月 ール・システムを用いた個別スーパービジョンを、前年に引き続き行った。
専門職大学院修了生5名、現役生4名の計9名に対して、事前オリエンテ
ーションと契約1回、個別スーパービジョン（６０分〜９０分）６回、事後の振
り返りグループスーパービジョン（２４０分）１回、計６０回実施した（途中中
断者２名）。テーマはそれぞれ異なるが、主に職場におけるメゾレベルの
マネジメント課題に焦点を当てた。

2 作成した教科書、教材、参考書
『精神保健福祉援助実習（第2版）』

2018年1月

福祉臨床シリーズ編集委員会編、河合美子責任編集、弘文堂刊行の精
神保健福祉士シリーズ第11巻。第1章「精神保健福祉援助実習の概要
」1-16分担執筆

3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等
ソーシャルワークの可視化をめぐる整理

2017年9月15 第53回公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会／第16回日
日
本精神保健福祉士学会学術集会（大阪府立国際会議場）の基調講演に
おいて、「ソーシャルワーク実践の可視化を考える―精神保健福祉士の
可視化の試みを中心に」を主題に、①可視化（見える化）とは何か、②自
らのPSWとしての可視化の試み、③可視化の方法とサイクル、④ソーシャ
ルワーク実践の可視化とは、の4点について専門職大学院におけるリカ
レント教育実践を踏まえて講演した。

4 その他教育活動上特記すべき事項
グループスーパービジョンA

2016年6月 東京医療福祉協会主催、東京都委託研修の「医療社会事業従事者講
〜2017年3月 習会」のグループスーパービジョンAグループを担当。都内医療機
関MSW9名のバイジーに対して月1回、計10回のグループスーパービジ
ョンを東京芸術劇場にて行う（開催日は以下の通り）
。2017.6.21/7.19/8.23/9.20/10.18/11.15/12.20/2018.1.17/2.21/3.28

Ⅲ 研究活動
単著・共
著の別

発行または
発表の年月

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

『精神医療87：多機能型精神科診療所を考
える』

共著

2017年7月

批評社、「多機能型精神
科診療所を考える―地域
包括ケアの未来像」を分
担執筆

古屋龍太・高木俊介責任編 3-7
集、他に福田祐典・窪田彰・
大嶋正浩・半田文穂・木村尚
美・金杉和夫・西隈亜紀・高
島眞澄・門屋充郎ら執筆

『精神医療89：精神科デイケアの行方』

共著

2018年1月

批評社、「精神科デイケア
はどこに向かうのか―診
療報酬の減算化と障害福
祉サービスとの競合・再編
の中で」を執筆

古屋龍太・近田真美子責任 3-9
編集 他に浅野弘毅・五十嵐
良雄・大木洋子・肥田裕久・
山﨑勢津子・辻貴司・高尾由
美子・生島直人・浜中利保・
原敬造ら執筆

『精神保健福祉士シリーズ第11巻：精神保
健福祉援助実習（第2版）』

共著

2018年1月

弘文堂、第1章「精神保健
福祉援助実習の概要」を
分担執筆

福祉臨床シリーズ編集委員
1-16
会編、河合美子責任編集
（作成した教科書の項に同じ）

地域移行支援において市町村が担うべきこ
と〜埼玉県市町村を対象としたアンケート・
インタビュー調査から

共著

2018年2月

病院・地域精神医学、60
巻2号

小船伊純・古屋龍太

55-58

通院以外に社会参加の場を持たない方々
への関わり〜クリニックにおける精神保健福
祉士の実践

共著

2018年2月

病院・地域精神医学、60
巻2号

富沢一洋・古屋龍太

77-80

著書・論文等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

該当頁数

＜著書・編著書＞

＜研究論文・研究ノート＞

＜調査・研究報告書＞
分担研究報告書「地域における精神障害者
の人権確保に関する研究―精神障害者に
対する地域のまなざしと専門職の構えを中
心に―」

共著

2018年3月

厚生労働行政推進調査
事業費補助金障害者政
策総合研究事業（精神障
害分野）「地域のストレン
グスを活かした精神保健
医療改革プロセスの明確
化に関する研究」平
成27-29年度総括研究報
告書（研究代表者：竹島
正）

古屋龍太・矢野香・松川靖・
中越章乃

73-83

「精神障害者の地域移行を促進する多職種
連携によるクラウドシステムの構築と活用：効
果のあがる病院・地域統合型退院促進・地
域定着支援プログラム実施マニュアル＆ガ
イドライン」

共著

2018年3月

文部科学省平成27年度
科学研究費補助金基盤
研究（Ｃ）、「精神障害者の
地域移行を促進する多職
種連携によるクラウドシス
テムの構築と活用」の総括
成果物、第１部第Ⅰ章「本
実施マニュアルが目ざす
もの〜プログラムゴール、
基本理念と活用方法の概
要」第Ⅳ章「効果モデルの
効果的援助要素に基づく
プログラムの実施方法、進
め方」第Ⅱ部第１章１「効
果モデル・実施マニュアル・
ガイドラインとは？」を分担
執筆、第３部の資料編を
編集

効果のあがる退院促進・地域
定着支援プログラムのあり方
研究会（代表：古屋龍太）編、
古屋龍太・高野悟史・中越章
乃・瀧本里香・古明地さおり・
古屋喜代子・山下眞史・贄川
信幸・岩見祐亮・大嶋巌・興
津純・大石信弘・酒本知美

8-9
21-69
86-88
155-187

国家の意志と精神保健福祉士のポジション
―メンタルヘルス戦略システムの調整装置
としてのPSW（２）

単著

2017年4月

精神医療（第4次）、通
巻86号

古屋龍太

112-119

多機能型診療所の可能性〜クライエントの「
自己決定」を支援する：シンポジウム趣旨

共著

2017年6月

第17回日本外来精神医
療学会プログラム・抄録集

知名純子・古屋龍太

56

「Eクリニック問題」が提起したソーシャルワー
クの在り方―多機能型診療所の可能性と陥
穽をめぐる課題

単著

2017年6月

第17回日本外来精神医
療学会プログラム・抄録集

古屋龍太

57

専門職大学院フォーラム〜卒後の実践報
告会：専門職大学院で得られるもの2017

共著

2017年6月

社大福祉フォーラム2017（ 古屋龍太・鶴岡浩樹・大野佳 10-11
第56回日本社会事業大
子・上野陽弘・喜多濃定人・
学社会福祉研究大会）報 小河泰宏
告資料集

『福祉マネジメント実践研究2016』の刊行に
あたり

単著

2017年6月

日本社会事業大学専門
職大学院実践研究報告
書：福祉マネジメント実践
研究2016

古屋龍太

1

国家の意志と精神保健福祉士のポジション
―メンタルヘルス戦略システムの調整装置
としてのPSW（３）

単著

2017年7月

精神医療（第4次）、通
巻87号

古屋龍太

112-119

多機能型精神科診療所を考える―地域包
括ケアの未来像

単著

2017年7月

精神医療（第4次）、通
巻87号

古屋龍太

3-7

機関誌刷新特別企画座談会：機関誌編集
を通してみる精神保健福祉士

共著

2017年7月

精神保健福祉、48巻2号

石川到覚・柏木一惠・川口真 139-148
知子・古屋龍太・松本すみ子・
渡部裕一・洗成子

ソーシャルワーク実践の可視化を考える―
精神保健福祉士の可視化の試みを中心に

単著

2017年9月

第53回公益社団法人日
本精神保健福祉士協会
全国大会／第16回日本
精神保健福祉士学会学
術集会抄録集

古屋龍太

20

児童心理治療施設におけるRSCライフヒスト
リーアプローチ
〜ライフヒストリーの再構成と施設退所後の
子どもの語りから見えてくるもの〜

共著

2017年9月

第53回公益社団法人日
本精神保健福祉士協会
全国大会／第16回日本
精神保健福祉士学会学
術集会抄録集

上野陽弘・古屋龍太

93

＜翻訳＞
＜その他の執筆活動＞

「精神保健福祉士業務指針」の普及啓発に
向けた課題の検証
〜業務指針研修におけるアンケート結果か
らの考察〜

共著

2017年9月

第53回公益社団法人日
本精神保健福祉士協会
全国大会／第16回日本
精神保健福祉士学会学
術集会抄録集

赤畑淳・浅沼充志・岡本亮子・ 109
栗原活雄・坂入竜治・鈴木あ
おい・古市尚志・渡辺由美子・
古屋龍太

「精神保健福祉士業務指針」講師養成にお
けるプログラム開発
〜デモンストレーションを活用した演習方法
に焦点をあてて〜

共著

2017年9月

第53回公益社団法人日
本精神保健福祉士協会
全国大会／第16回日本
精神保健福祉士学会学
術集会抄録集

鈴木あおい・岩本操・赤畑淳・ 110
浅沼充志・岡本亮子・栗原活
雄・坂入竜治・古市尚志・渡
辺由美子・古屋龍太

学校・教育分野における精神保健福祉士の
業務特性と業務指針 第２報
〜スクールソーシャルワークの業務における
調査結果からの報告〜

共著

2017年9月

第53回公益社団法人日
本精神保健福祉士協会
全国大会／第16回日本
精神保健福祉士学会学
術集会抄録集

岡本亮子・岩本操・赤畑淳・ 97
浅沼充志・栗原活雄・坂入竜
治・鈴木あおい・古市尚志・
渡辺由美子・古屋龍太・岩永
靖・下田学・名城健二・藤澤
茜・山本操里

地域包括ケア時代に精神科デイケアは生き
残れるか―障害福祉サービス事業所との差
異と協働

単著

2017年10月 デイケア実践研究、21巻1
号

古屋龍太

長期入院患者の退院促進・地域定着のた
めの支援戦略ガイドラインの試行〜病院・地
域統合型支援マニュアルをベースとした圏
域体制構築に向けて〜

共著

2017年11月 第60回日本病院・地域精
神医学会総会抄録集

古屋龍太・高野悟史・中越章 112
乃・古明地さおり・古屋喜代
子

精神科長期入院者の効果的退院促進・地
域定着支援モデル実践ガイドラインの検討
―統合支援チームの試行評価調査から―

共著

2017年11月 日本精神障害者リハビリ
テーション学会第25回大
会抄録集

高野悟史・古屋龍太・大島巌・ 227
中越章乃・瀧本里香・山下眞
史

精神科デイケアはどこに向かうのか―診療
報酬の減算化と障害福祉サービスとの競合・
再編の中で

単著

2018年1月

精神医療（第4次）、通
巻89号

古屋龍太

3-9

ソーシャルワーク実践の可視化を考える―
精神保健福祉士の可視化の試みを中心に

単著

2018年1月

精神保健福祉、49巻1号

古屋龍太

9-15

ソーシャルワークの実践力を可視化する〜
地域をグランドデザインするために

共著

2018年1月

精神保健福祉、49巻1号

関健久・中嶋康晴・門屋充郎・ 16-23
平則男・古屋龍太

「精神保健福祉士業務指針」の普及啓発に
向けた課題の検証
〜業務指針研修におけるアンケート結果か
らの考察〜

共著

2018年1月

精神保健福祉、49巻1号

赤畑淳，浅沼充志，岡本亮
118
子，栗原活雄，坂入竜治，鈴
木あおい，古市尚志，渡辺
由美子，古屋龍太

学校・教育分野における精神保健福祉士の
業務特性と業務指針 第２報
〜スクールソーシャルワークの業務における
調査結果からの報告〜

共著

2018年1月

精神保健福祉、49巻1号

岡本亮子、岩本操、赤畑淳、 106
浅沼充志、栗原活雄、坂入
竜治、鈴木あおい、古市尚
志、渡辺由美子、古屋龍太、
岩永靖、下田学、名城健二、
藤澤茜、山本操里

「精神保健福祉士業務指針」講師養成にお
けるプログラム開発
〜デモンストレーションを活用した演習方法
に焦点をあてて〜

共著

2018年1月

精神保健福祉、49巻1号

鈴木 あおい・岩本 操・赤
119
畑 淳・浅沼 充志・岡本 亮
子・栗原 活雄・坂入 竜治・
古市 尚志・渡辺 由美子・
古屋 龍太

児童心理治療施設におけるRSCライフヒスト
リーアプローチ
〜ライフヒストリーの再構成と施設退所後の
子どもの語りから見えてくるもの〜

共著

2018年1月

精神保健福祉、49巻1号

上野陽弘・古屋龍太

102

医療機関でソーシャルワーカーが直面する
コンフリクトとジレンマ
―グループスーパービジョンで示され
たMSWのポジション―

単著

2018年3月

医療社会事業従事者講
習会報告書No.34「医療ソ
ーシャルワークの解決技
法」平成29年度、東京都
福祉保健局

古屋龍太

7-12

ひとりの「PSW」として

単著

2018年3月

公益社団法人日本精神
保健福祉士協会広報誌
「PSW通信」213号、巻頭「
視点」

古屋龍太

1

嘘はないか？

単著

2018年3月

2017年度精神保健福祉
援助実習報告書、日本社
会事業大学社会福祉学
部精神保健福祉士課程

古屋龍太

103

67-71

Ⅳ 学会等および社会における主な活動
＜学会報告＞
「Eクリニック問題」が提起したソーシャルワ
ークの在り方―多機能型診療所の可能性
と陥穽をめぐる課題

古屋龍太、第17回日本外来精神医療学会 シンポジウム１「多機能型診療所の可能性〜クライエン
トの「自己決定」を支援する」シンポジウム座長＋シンポジスト、龍谷大学深草キャンパス（京都市）
、2017.6.10

専門職大学院フォーラム〜卒後の実践報
告会：専門職大学院で得られるもの2017

古屋龍太・鶴岡浩樹・大野佳子・上野陽弘・喜多濃定人・小河泰宏、社大福祉フォーラム2017（第56
回日本社会事業大学社会福祉研究大会）、清瀬市、2017.6.24

ソーシャルワークの実践力を可視化する〜
地域をグランドデザインするために

門屋充郎・中嶋康晴・関健久・平則男・古屋龍太、シンポジウム座長、第53回公益社団法人日本精
神保健福祉士協会全国大会／第16回日本精神保健福祉士学会学術集会、大阪国際会議場ホー
ル（大阪市）、2017.9.15
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精神保健福祉士の可視化の試みを中心に 集会・基調講演、大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）ホール（大阪市）、2017.9.15
精神保健福祉論〜我が国の精神科医療と
精神保健福祉の変遷

日本医療マネジメント学会 2017年度医療福祉連携講習会、日本医科大学講堂、文京区
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①
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実践で役立つアセスメント面接手法〜対応 渋谷区地域包括支援センター学習会、渋谷区商工会館、渋谷区、2017.10.27
の難しい方へのかかわり
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板橋区介護職員向け研修、板橋区おとしより保健福祉センター、板橋区、2017.11.22
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