
日本職業リハビリテーション学会 第47回大阪大会 開催案内 

「人を活かす企業
は た ら

文化
き か た

の在り方を考える～これからの定着支援の連携を創り出す～ 」 
会期  2019年8月23日(金) ・ 24日(土)   会場  立命館大学 いばらきキャンパス 

 
8月２３日（金） 

 
09:30－10:00 研究基礎講座受付 
10:00－12:00 研究基礎講座（学会主催） 
12:00－13:00 大会受付・昼休憩 
13:00－13:10 開会式 
13:10－15:00 基調講演・基調シンポジウム 

「なぜ精神科医が就労支援に取り組んだか（仮）」 
田川 精二 【大阪大会 大会長 / くすの木クリニック 院長】 

        「精神障害者が働く企業の現場（仮）」 
         奥脇 学 【有限会社奥進システム 代表取締役】 

「人を活かす企業文化の在り方を考える～これからの定着支援の 
連携を創り出す～」  パネルディスカッション[意見交換] 

田川 精二 ・ 奥脇 学 ・ 眞保 智子 【法政大学 教授】  
コーディネーター 金塚 たかし【NPO法人 大阪精神障害者    

就労支援ネットワーク統括施設長】 
15:10－17:00 ワークショップ・演題口頭発表 
17:15－18:15 学会総会 
18:30－20:30 懇親会 

8月2４日（土） 
 

09:00－ 受付 
10:00－12:00特別講演 
        「現場で使える認知行動療法」 
         大野 裕 【認知行動療法研修開発センター 理事長】 

演題発表（口頭発表/ポスター発表） 
12:00－13:00 昼休憩 
13:00－15:00 大会シンポジウム 

「職業リハビリと認知行動療法」 
            ワークショップ 
15:00－15:30 閉会式・授賞式 
 

参加申し込み ご案内 
 

※ 大会ホームページからお申し込み頂けます。 
※ 大会ホームページは４月上旬ころ開設予定です。 

 
※  事前申し込みは事前申し込みの金額となります。 

事前申し込み期日はホームページでご確認ください。 
※  事前申し込み以後は、当日申し込みの金額となります。 

事前申込・・・・会員 3,000円 ・ 非会員 4,000円 ・ 学生 1,500円 
当日申込・・・・会員 4,000円 ・ 非会員 5,000円 ・ 学生 1,500円 
研修基礎講座・・・・会員 無料 ・ 非会員 1,500円 
 

後援 
 

大阪府（予定） 
 

 
日本職業リハビリテーション学会 
第4７回大阪大会開催にあたって 

 
日本職業リハビリテーション学会 第47回大阪大会

が8月23日～24日に大阪で開催されます。 

大勢の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

第47回大会大会長を仰せつかりました、 

NPO大阪精神障害者就労支援ネットワーク（JSN）理事

長の田川精二です。 

第47回大会は2019年8月23日（金）～24日（土）

の日程で、大阪で開催いたします。 

私は精神科診療所を開いている開業医で、学術的に

職業リハビリテーションを研究してきたものではあ

りません。11年余前、精神障害者の就労を支援する現

実的な仕組みが必要と、心を同じくする大阪の精神科

診療所医師が中心になり、多方面の関係者にもご協力

いただきJSNを立ち上げ、運営してきただけでありま

す。 

おかげさまで、就職者は400名を超えました。就職

者の約半数を統合失調症圏の方々が占め、JSNは開設

してから11年余が経過しますが、就職者全体の半数

以上が現在も働いています。私の職業リハへの関わり

は上記した内容しかありませんし、このような実践か

らの視点を大切にした大会を企画せよとのお達しで

あると受け取り、大阪大会をお引き受けしようと考え

ているところです。 

今大会のテーマは「人を活かす企業文化の在り方を

考える～これからの定着支援の連携を創り出す～」で

す。現在の障害者就労が抱えているあまりにも大きい

問題を包摂した、とてもタイムリーなテーマであると

思います。 

就労支援の現場から、障害者と職業に係る様々な意

見や実践を突き合わせ、泥臭く熱い議論が展開される

ことを期待しています。 

この時期の大阪はとっても暑いのでありますが、会

場はしっかりとクーラーも効いております。 

大勢の熱い皆様のご参加をお待ちしております。是

非おいでください。 
第47回大阪大会大会長 田川 精二 

 
 



大会参加お申込みに関するお問い合わせ 
 

株式会社Notoカレッジ 
E-mail：shokuriha-osaka@notocolle.co.jp 
電話：0584-77-7632  FAX：0584-77-7633 

 

 大会ワークショップ（案） 

 

大会ワークショップ（1）「 雇用施策と実践（仮）」        企画：大阪府福祉部・大阪府商工労働部・NPO法人 大阪精神障害者就労支援ネットワーク 

大会ワークショップ（2）「 企業の立場から考える職業リハビリテーション 」 企画：日本職業リハビリテーション学会 近畿ブロック 

大会ワークショップ（3）「 地域コミュニティーベースによる地域企画について 」   企画：大阪府障害者就業・生活支援ネットワーク連絡会 

大会ワークショップ（4）「 企業×福祉×医療 ～持続可能な職業リハビリテーションにおける精神保健福祉士の可能性～ 」   

 企画：一般社団法人 大阪精神保健福祉士協会 

大会ワークショップ（5）「 精神障害者の職場定着をテーマとした企業担当者による実践報告 」   

企画：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪障害者職業センター 

大会ワークショップ（6）「 企業における精神障害者のために～これからの雇用手法とは～ 」   企画：NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク  

大会ワークショップ（7）「 離島支援と就労支援（仮） 」   企画：NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク 

 

 基調講演  

 
「なぜ精神科医が就労支援に取り組んだか（仮）」 

田川 精二 【 大阪大会 大会長   / くすの木クリニック 院長 】 
 「精神障害者が働く企業の現場（仮）」 

              奥脇 学 【 有限会社奥進システム 代表取締役 】 
 
 

 基調シンポジウム  

 
「人を活かす企業文化の在り方を考える～これからの定着支援の連携を創り出す～ 」 

パネルディスカッション［意見交換］ 
田川 精二 【大阪大会 大会長  NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク 理事長】 
奥脇 学 【有限会社 奥進システム 代表取締役】 
眞保 智子 【法政大学 教授】 

コーディネーター 金塚 たかし 【NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク 統括施設長】 
 
 

 特別講演  

 
「現場で使える認知行動療法」 

              大野 裕 【 認知行動療法研修開発センター 理事長 】 

 



演題・参加申し込み ご案内 
 

※ 大会ホームページからお申し込み頂けます(演題・自主ワークショップについては研究・実践発表のページをご確認ください)。 
※ 大会ホームページは４月上旬ころ開設予定です。日本職業リハビリテーション学会のホームページからアクセスできます。 
※ 事前申し込みは事前申し込みの金額となります。 

事前申し込み期日はホームページでご確認ください。 
事前申し込み締め切り以後は、当日申し込みの金額となります。 

※ 発表論文集1冊を含みます。 
 

事前申込・・・・会員 3,000円 ・ 非会員 4,000円 ・ 学生 1,500円 
当日申込・・・・会員 4,000円 ・ 非会員 5,000円 ・ 学生 1,500円 
研修基礎講座・・・・会員 無料 ・ 非会員 1,500円 

 
懇親会費・・・・会費制4,000（税込） 

※ 懇親会は8月23日（金）18:30～ 会場は、立命館大学いばらきキャンパス内の予定です。 
※ 事前申し込みされる方は、大会参加申込フォームからお申込みできます。 

 
昼食について 

  ※ お弁当の事前申し込み販売を実施予定です。 
  ※ ご希望の方は事前参加申し込み時に合わせてご注文ください。当日注文は予定しておりません。 
 
 
参加者で障害のある方への支援について 
※ 参加者で障害のある方につきましては、可能な限りサポートさせていただきます。参加をご計画された時点で、大会事務局までご相談く
ださい。 

 
宿泊の斡旋等について 
※ 大会開催日はもとより、観光・行楽客等による混雑の影響で、宿泊予約も確保しにくくなると予想されます。今大会では大会事務局が
特に宿泊施設を斡旋することは致しておりませんので、参加者の皆様各自で早期にご予約されることをお勧め致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

会場のご案内 
 

立命館大学 （大阪府茨木市岩倉町 2-150） 

（JR茨木駅 徒歩５分 ・ 大阪モノレール宇野辺駅 徒歩 7分） 

 
 

大会のお申込み、受付に関するお問い合わせ 
 

株式会社Notoカレッジ NotoカレッジキャリアセンターNEXT 
TEL 052-212-9610 / FAX 052-212-5810 
E-mail shokuriha-osaka@notocolle.co.jp 

 
 

大会の運営等に関するお問い合わせ 
 

第47回大阪大会 事務局 
〒567-0031 大阪府茨木市春日1-1-5 アルジェント八崎2F 
NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク JSN茨木内 

FAX 072－645－6644  
E-mail osaka-shokureha@npojsn.com 

                               ※お問い合わせはできるだけ E-mailでお願いいたします。 
 

学会への入会・年会費等に関するお問い合わせ 
 

日本職業リハビリテーション学会 事務局 
〒813-8503福岡県福岡市東区松香台2-3-1 
九州産業大学国際文化学部 倉知研究室 

TEL / FAX 092-673-5818 
E-mail  shokuriha_jimukyoku@vocreha.org 

mailto:shokuriha_jimukyoku@vocreha.org


大会ホームページ 
 

大会ホームページは４月上旬開設予定です。日本職業リハビリテーション学会のホームページからアクセスできます。 
 

※ 参加お申し込みは大会ホームページからお申し込み頂けます。 
※ 大会ホームページは４月上旬開設予定です。 
※ 事前申し込みは事前申し込みの金額となります。 

 
演題募集等の予定に関しては、大会ホームページでご確認ください。 
※演題募集開始    ２０１9年４月10日(水)予定 
※大会参加申し込み開始   ２０１9年6月3日(月)予定 
※演題募集締め切り      ２０１9年５月20日(月)予定 
※抄録締切                   ２０１9年6月20日(木)予定 
※大会事前参加申し込み締め切り   ２０１9年８月2日(金)予定 
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