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・Ⅲ、実践の省察と評価、事例研究8（地域・医療分野事例Ⅱ）、
個別スーパービジョン、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、精神保健福祉の理論と方法、発達障害の理解と支援、ソーシャルワークの価値と規範

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

2018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
2019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2名の計7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６回、振り返りグループスーパ
ービジョン（２４０分）１回、計5０回実施した。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
3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等
新たな精神保健福祉士養成カリキュラムの検討に向け
た取組み

2018年11月 社会福祉士養成カリキュラム改定の検討動向に連動して、精神保健福
〜2019年3月 祉士養成カリキュラムの改定に向けた検討を進める必要が生じ、公益社
団法人日本精神保健福祉士協会に調査研究事業の企画検討会議（担
当副会長：田村綾子、担当理事：古屋龍太）を設け、作業部会（リーダー
：岩本操）とともに、「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構
築及び地域共生社会の実現に向けた精神保健福祉士の役割の明確化
と養成・人材育成の在り方等に関する調査」に取組んだ。厚生労働省平
成30年度障害者総合福祉推進事業として取り組まれた同調査は、2018
年12月に厚生労働省に設置された「精神保健福祉士の養成の在り方等
に関する検討会」の検討に資することを目的として、量的調査、質的調査、
調査研究等のレビューを行った。

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

2018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
〜2019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
ョンを行う。

フクシマバスツアー2018

2018年8月
4日〜5日

社大PSW課程20周年記念勉強会

2019年
2月16日

専門職大学院の教職員・院生・修了生有志で2013年より開催している「
フクシマバスツアー」を2018年度も開催した。今回は初めて東京電力福
島第一原子力発電所内の廃炉作業現場見学も組み込み、浪江町等の
旧避難指示解除準備区域や飯館村災害復興拠点の見学を行った。ま
たNPO法人「相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会」の
相馬広域こころのケアセンターなごみを訪問しての懇談、福島県社会福
祉士会・介護支援専門員協会・精神保健福祉士協会等6団体共動によ
る「相談支援専門職チーム」との懇談会を持った。参加者は教職員3名、
在学院生6名、修了生12名、その他1名の22名であった。
学部精神保健福祉士課程20周年を記念し勉強会「日本社会事業大学
精神保健福祉士課程の実習教育のこれまでとこれから 〜実習指導をす
る・受けるを経験して今後を展望する〜」を、PSW課程教員チームで企画・
準備・運営した。寺谷隆子初代課程主任ほか、 課程創設に関わった教
員，その後の歴代課程主任が，課程のカリキュラム作成と実習の経験を
紹介するリレー講演「課程創設から 20 年の実習教育の取組み」 を行っ
た。その後、卒業生シンポジウム「本音トーク：実習体験を語ろう」 を行い
、1998〜2018 年度の学部1〜22期生、2001〜2018年度の通信教育科1
〜18期の卒業生が想い出とともに社大PSW課程への思いを語り合った。

Ⅲ 研究活動
著書・論文等の名称

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

共著

2018年7月

批評社、座談会「働くこと
の意義と支援を問う―就
労支援の商業科の中で」
を分担執筆

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

該当頁数

＜著書・編著書＞
『精神医療91：働くことの意義と支援を問う』

＜研究論文・研究ノート＞

大塚淳子・古屋龍太責任編 12-40
集、他に藤井克徳・平野方紹・
久保寺一男・多田伸志・武内
陽子・中村敏彦・森克彦・山
本美紀子・西尾雅明ほか執
筆

精神医療の歴史に照らして考える精神障害
者監禁事件
―呉秀三「精神病者私宅監置ノ実況」か
ら100年、病院と地域は何が変わったか？―

単著

2019年2月

日本病院・地域精神医学
会，病院・地域精神医学
，61巻2号，特集「相次ぐ
精神障害者監禁事件が
意味するもの」

古屋龍太

125129

精神科デイケア／ショートケア
〜診療報酬の減算化と今後の活路はどこに
あるのか？

単著

2019年3月

星和書店，精神科治療学
，34巻3号，特集「平成30
年度診療報酬改定のイン
パクト―精神科診療はどう
変わったのか？変わって
いくのか？」

古屋龍太

325330

共著

2019年3月

公益社団法人日本精神
保健福祉士協会

田村綾子・古屋龍太・岩本操・ 193伊東秀幸・岩崎香・栄セツコ・ 208
坂本智代枝・橋本みきえ・赤
畑淳・横山なおみ・木太直人
ほか，第3部「精神保健福祉
士の役割の明確化と養成教
育等の在り方等に関する調
査結果及び分析・考察―質
的調査」のうち第5章「連携・
協働関係にある専門職を対
象としたグループインタビュ
ー」を分担執筆

三人の読み手へ

単著

2018年6月

日本社会事業大学専門
古屋龍太
職大学院「実践・学修報
告集福祉マネジメント実践
研究2017」

1

ソーシャルワークの定義

単著

2018年7月

日本医事新報社，WEB医 古屋龍太
事新報電子コンテンツ連
載「福祉発。拝啓、お医者
さま。」Part 1 福祉の基本

1-4

座談会：働くことの意義と支援を問う
―就労支援の商業化の中で―

共著

2018年7月

批評社，精神医療（第4次） 藤井克徳・平野方紹・大塚淳 12-40
，91号
子・古屋龍太

編集後記

単著

2018年7月

批評社，精神医療（第4次） 古屋龍太
，91号

129

ストレングスモデルとリフレーミング

単著

2018年8月

日本医事新報社，WEB医 古屋龍太
事新報電子コンテンツ連
載「福祉発。拝啓、お医者
さま。」Part 2 地域包括ケ
アシステムに関わる福祉
の考え方

2-1-4

実習指導における「精神保健福祉士業務指
針」の活用―精神保健福祉士の業務の学
び方と伝え方

共著

2018年9月

第54回公益社団法人日
本精神保健福祉士協会
全国大会・第17回日本精
神保健福祉士学会学術
集会「メンタルヘルスソー
シャルワーク実践の深化
〜パラダイムの再考〜」

赤畑淳・岩本操・浅沼充志・ 40
岡本亮子・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

災害派遣活動に参加した精神保健福祉士
の変化
―東日本大震災における日本精神保健福
祉士協会の活動を通して

共著

2018年9月

第54回公益社団法人日
本精神保健福祉士協会
全国大会・第17回日本精
神保健福祉士学会学術
集会「メンタルヘルスソー
シャルワーク実践の深化
〜パラダイムの再考〜」

島津屋賢子・古屋龍太

98

日本社会事業大学の社会人対象教育プロ
グラムとその成果
―福祉系専門職大学院の課程改革を中心
に―

単著

2018年10月 IDE大学協会「IDE現代の
高等教育」604号（2018
年10月号）「特集：大人が
学ぶ大学」

古屋龍太

29-32

宇都宮病院事件と精神保健法
―精神医療をめぐる力動関係の評価

単著

2018年10月 やどかり出版，響き合う街 古屋龍太
で，86号，特集「特集： 二
重の不幸 から100年―精
神医療史からたどる法改
正」

17-22

＜調査・研究報告書＞
厚生労働省平成30年度障害者総合福祉推
進事業「精神障害者にも対応した地域包括
ケアシステムの構築及び地域共生社会の実
現に向けた精神保健福祉士の役割の明確
化と養成・人材育成の在り方等に関する調
査」報告書

＜翻訳＞
＜その他の執筆活動＞

"みんなで広げよう精神科デイケア・ネットワ
ーク〜全国のデイケア連絡組織の情報交換・
交流会〜"

単著

2018年10月 日本デイケア学会第23回
年次大会千葉大会プログ
ラム・抄録集

古屋龍太

54

問われるデイケアの新しい形
―地域精神医療・障害福祉の市場化・多機
能化

単著

2018年11月 NOVA出版、精神科医療
ガイド2019年度版、特集「
デイケアからみえる精神
科医療の未来」インタビュ
ー

古屋龍太

10-19

精神科長期入院患者の退院・地域移行支
援を加速させる方策〜病院・地域統合型支
援マニュアル＆ガイドラインの提案〜

共著

2018年12月 第61回日本病院・地域精
神医学会総会東京大会
プログラム・抄録集

古屋龍太・高野悟史・中越章 62
乃・古明地さおり・酒本知美

精神医療国家賠償請求訴訟の提起に向け
て―原告予定者たちの訴えを受けて、法理
論構成を考える―

共著

2018年12月 第61回日本病院・地域精
神医学会総会東京大会
プログラム・抄録集

東谷幸政・古屋龍太・長谷川 61
敬祐・杉山恵理子・原告予定
者

災害派遣活動に参加した精神保健福祉士
の変化―東日本大震災における日本精神
保健福祉士協会の活動を通して

共著

2019年1月

公益社団法人日本精神
保健福祉士協会，精神保
健福祉、50巻1号

島津屋賢子・古屋龍太

実習指導における「精神保健福祉士業務指
針」の活用―精神保健福祉士の業務の学
び方と伝え方

共著

2019年1月

公益社団法人日本精神
保健福祉士協会，精神保
健福祉、50巻1号

赤畑淳・岩本操・浅沼充志・ 36
岡本亮子・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

長期入院患者の退院促進・地域定着支援
のための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の試み

共著

2019年2月

日本病院・地域精神医学
会，病院・地域精神医学
，61巻2号

古屋龍太・高野悟史・中越章 152乃・瀧本里香・古明地さおり・ 154
古屋喜代子・酒本知美・山下
眞史・贄川信幸・岩見祐亮・
興津純・大石信弘・大島巌

医療ソーシャルワーカーのクライエントへの
かかわり
―ヒストリーとストーリーに耳を傾け聴くこと―

単著

2019年3月

東京都福祉保健局「医療 古屋龍太
社会事業従事者講習会
報告書No.35医療ソーシャ
ルワークの解決技法平
成30年度」

Eクリニック問題調査委員会最終報告書

共著

2019年3月

日本デイケア学会Eクリニ
ック問題調査委員会

古屋龍太・小野寺敦志・金杉 1-10
和夫・栗原毅・西澤利朗・松
永宏子

綴られた文字、語られた言葉

単著

2019年3月

日本社会事業大学社会
福祉学部精神保健福祉
士課程「2018年度精神保
健福祉援助実習報告書」

古屋龍太

89

7-12

118

Ⅳ 学会等および社会における主な活動
＜学会報告＞
分科会コーディネーター

社大福祉フォーラム2018（第57回日本社会事業大学社会福祉研究大会）、日本社会事業大学（清
瀬市）、2018.6.23

実習指導における「精神保健福祉士業務
指針」の活用―精神保健福祉士の業務の
学び方と伝え方

赤畑淳・岩本操・浅沼充志・岡本亮子・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，第54回公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会＋第17回日本精神保健福祉
士学会学術集会分科会1-②報告、長崎新聞文化ホールアストピア，2018.9.15

災害派遣活動に参加した精神保健福祉士 島津屋賢子・古屋龍太，第54回公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会＋第17回日本精
の変化
神保健福祉士学会学術集会分科会2-⑥報告、長崎ブリックホール，2018.9.15
―東日本大震災における日本精神保健福
祉士協会の活動を通して
分科会座長

第７回日本精神保健福祉学会全国学術研究集会第2分科会，長崎ウェスレヤン大学，2018.9.16

意思決定支援の最前線―現状と課題

日本社会事業大学専門職大学院福祉実践フォーラム2018，総合司会，丸の内オアゾ，2018.10.6

"みんなで広げよう精神科デイケア・ネットワ 古屋龍太・内野俊郎・佐藤志津・横山浩之・渡邉文宏，日本デイケア学会第23回年次大会千葉大会、
ーク˜全国のデイケア連絡組織の情報交換・ ワークショップ・自主企画５，ホテル舞浜クラブ＆リゾート（千葉県浦安市），2018.10.18，
交流会〜"
精神医療国家賠償請求訴訟の提起に向け 東谷幸政・古屋龍太・長谷川敬祐・杉山恵理子・原告予定者，第61回日本病院・地域精神医学会総
て―原告予定者たちの訴えを受けて、法
会交流コーナー①，タワーホール船堀（江戸川区），2018.12.13
理論構成を考える―
精神科長期入院患者の退院・地域移行支
援を加速させる方策〜病院・地域統合型
支援マニュアル＆ガイドラインの提案〜

古屋龍太・高野悟史・中越章乃・古明地さおり・酒本知美，第61回日本病院・地域精神医学会総会
交流コーナー②，タワーホール船堀（江戸川区），2018.12.13

退院促進支援班：今年度の取り組み

古屋龍太・高野悟史・酒本知美・中越章乃・古明地さおり・瀧本里香・贄川信幸・大島巌，文部科研
基盤研究AEBP技術支援センターモデル構築研究企画総括研究班2018年度研究成果報告会，日
本社会事業大学（清瀬市），2019.3.19

＜講演活動＞

相談支援の基本姿勢
ケアマネジメント概論

平成30年度世田谷区相談支援従事者初任者研修（第2日目）、世田谷区総合福祉センター
、2018.6.27

ケアマネジメントの実践に関する講義①②

平成30年度世田谷区相談支援従事者初任者研修（第３日目）、世田谷区総合福祉センター
、2018.6.28

精神保健医療福祉の近年の取り組みと課
題〜地域移行支援・多機能型診療所・就
労支援・オープンダイアログを中心に〜

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー研修会，目黒区，2018.7.5

コミュニケーションに配慮が必要な方への
相談支援〜支援を振り返り、アセスメント力
をつける〜

渋谷区平成30年度地域包括支援センター学習会，渋谷区商工会館・消費者センター，2018.7.23

隠された日本兵のトラウマ
〜陸軍病院・戦時神経症8000人の記録〜

NHK-EテレETV特集，シリーズデータで読み解く戦争の時代第2回，NHK/椿プロ制作，インタビュ
ー収録，2018.8.25.22:10〜23:10(60分)，再放送2018.8.30.0:00〜1:00（60分），アンコール放
送2018.10.27.23:00〜24:00(60分)OA

地域移行支援の方法を考える

古屋龍太・酒本知美・高野悟史・古明地さおり・中越章乃，日本社会事業大学専門職大学院リカレン
ト講座，日本社会事業大学（文京区），2018.9.1

精神保健福祉論〜日本の精神保健医療
福祉 法制の経過と現在〜

日本医療マネジメント学会 2018年度医療福祉連携講習会、日本医科大学講堂、文京区
、2018.9.23

地域移行支援論〜精神科長期入院患者
の退院支援の実践と課題〜

日本医療マネジメント学会 2018年度医療福祉連携講習会、日本医科大学講堂、文京区
、2018.9.23

相談支援事業と ソーシャルワーク 〜スト クボタ心理福祉研究所第28回地域精神保健講座，錦糸町小ホール，2018.11.9
レングスモデルによる「かかわり」の視点〜
精神障がいの理解と支援
〜特性を学び、かかわり方を考える〜

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，2018.11.14

隠された日本兵のトラウマ〜陸軍病院8002 NHK-BS1スペシャル，NHK/椿プロ制作，インタビュー収録，2018.11.25.22:00〜24:00(110分)OA
人の 病床日誌 〜（前後編）
PSWのかかわりと視点
〜いま求められる役割とは〜

PSW上越研修会，上越市福祉交流プラザ，2019.1.5

精神障がいの理解と支援 PART ２
〜事例をとおして、かかわり方を考える〜

ケアマネジャー・介護職員向け研修，

板橋区おとしより保健福祉センター，2019.2.1

人に伝える、人を育てる―事例をとおして、 北区王子東地区スーパービジョン研修会，北区東十条ふれあい館，2019.2.18
スーパービジョンの基礎を学ぶ―
今、私ができる 権利擁護 とは
―旧優生保護法への国賠訴訟を通し権利
の尊重を考える―

関哉直人・北三郎・古屋龍太， (一社)東京精神保健福祉士協会 司法ソーシャルワーク委員会・権
利擁護委員会主催司法ソーシャルワーク普及啓発研修会，大正大学（豊島区）、2019.3.21

精神保健福祉サービスの可視化へのアプ
ローチ
―何を？誰のために？何のために？―

特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど職員研修会，地域生活支援センターとらいむ（鎌倉
市），2019.3.28

グループスーパービジョンA

一般社団法人東京医療社会事業協会主催，東京芸術劇場（豊島区），計10回
＝2018.6.20/7.18/8.15/9.19/10.24/11.21/12.19/2019.1.16/2.20/3.20

＜所属学会＞
日本デイケア学会

副理事長（2014.10.19〜現在） 理事・評議員（2008.9.19〜現在）
組織委員会、委員長（2008.2.1〜現在）
Eクリニック問題調査委員会、委員長(2014.12.26〜2019.3.31)

日本病院・地域精神医学会

「病院・地域精神医学」編集委員会、査読委員（2004.4.1〜現在)
評議員選挙管理委員長（2008.11.1〜現在）

日本精神障害者リハビリテーション学会

会員（1996.4〜現在）

日本精神保健福祉学会

会員（2015.6.〜現在）

日本臨床心理学会

会員（1982.4.1〜現在）

日本社会事業大学社会福祉学会

評議員(2009.6〜現在)
事務局次長（2014.7〜現在）「社会事業研究」編集委員（2014.7〜現在）

日本ソーシャルワーク学会

会員（2015.8.24〜現在）

公益社団法人日本精神保健福祉士協会

理事（2012.4.1〜現在）
精神保健福祉士業務指針作成委員会、助言者（2014.7〜現在）
精神保健福祉士養成教育検討委員会、担当理事（2018年12月〜現在）

一般社団法人東京精神保健福祉士協会

会員（1992.4.1〜現在）

＜社会的活動＞
東京都

障害者介護給付費等不服審査会、委員（2007.5.25〜2019.3.31）

世田谷区

地域障害者相談支援センター事業委託業者選定委員（2019年10月〜12月）

学校法人日本社会事業大学

評議員（2018年4月〜現在）

社会福祉法人てりてりかんぱにぃ

賛助会員（2008.4〜現在）

社会福祉法人あゆみ

第三者委員（2013.4.1〜現在）

社会福祉法人嬉泉

評議員選任・解任委員（2017.1.12〜現在）

法務省千葉保護観察所

覚せい剤事犯者処遇プログラムスーパーバイザー(2013.4〜2019.3)

国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

医療型障害児入所施設サービス及び療養介護サービス利用にかかる苦情受付委員会、第三者委
員（2016.1.4〜現在）

一般社団法人地域共生研究所

代表理事（2015.5〜現在）

一般社団法人東京医療社会事業協会

グループスーパービジョン（グループA）スーパーバイザー（2016.6〜現在）

特定非営利活動法人地域生活支援センタ
ーまいんど

理事（2018.6.1〜現在）

特定非営利活動法人相双に新しい精神保 会員（2018年9月〜現在）
健福祉をつくる会
図書出版批評社

「精神医療」編集委員会、委員（2008.12.1〜現在）

株式会社弘文堂

福祉臨床シリーズ編集委員会、委員（2010.4.1〜現在）

認定社会福祉士認証・認定機構

認定スーパーバイザー（2014.4.1〜現在）

はらまち九条の会

会員（2013.4.1〜現在）

大阪精神医療人権センター

会員（2017.8〜現在）

精神医療国家賠償請求訴訟研究会

副会長・事務局長（2017.4〜現在）

