
                         平成２８年１１月 日 
各家族会 会長各位 
                岐阜県精神保健福祉会連合会 
                  理事長 山田偉雄 
 
 秋晴れの好天が続いておりますが皆様お元気でお過ごしのことと思います。みんなねっ

と三重県大会（参加者は１，２５０名）、県大会 in 岐阜（参加者は３２０名）に多数参加有

難うございました。当ぎふかれん、各家族会の参加情報等は未集計のため、次回に記載し

ます。  

ぎふかれん情報 １２月号   
 
○「親亡き後・自立プラン」注文書 の冊子〆切り、千葉県連へ注文しました。 
 冊子が届きましたら配布致します。それぞれの代金宜しく。 
   家族会     担当者    冊数  
  飛騨 青葉の会  大下    １０冊 
  中濃わかば会   田中    ２０ 
  たんぽぽの会   井上     ５ 
  いこい会     吉村    １０ 
  岐阜あけぼの会  服部    １０ 
  いぶき作業所   長尾    ２０ 
  郡上つくし会   青木    ５０ 
  東濃やまなみ会  柘植     ５ 
  東濃さつき会   江崎    １０ 
  ハウス希望    久保田   ３０ 
  ぎふかれん（研修用）     ３０   合計２００部（１部２００円） 
 １１月下旬に、送付されてきます。１２月２日にお渡し致します。 
 
○キョウシン製薬様からの事業委託契約の解消通知書が １０月２４日届きま

した。 今年度末で契約解消となります。長年にわたった契約が終わりました。 
参考までに キョウシン製薬からの入金は（コンピュータに入っていた分のみ） 
１５年度 ４０万円   １８年度  ７０万円  １９年度 ７０万円 
２０年度 ７０万円   ２２年度 １０５万円  ２５年度 １７．５万円 
２６年度 ３５万円   ２７年度  ２７万円  ２８年度 ８万円＋α 
となりなます。記載のない年はよく分かりません。今まで援助に対して、礼状を出してお

きました。 



○平成２８年度お中元販売商戦結果 入金は３５，４２２円となりました。  

ご協力有難うございました。詳細は、下記のとおりでした。 

  家族会名      総販売額   手数料金 
  岐阜市あけぼの会   19,080        3,760 
  いぶき会       22,848      3,312 
  ハウス希望     76,923      8,547 

中濃わかば会    54,017     10,023 
東濃やまなみ会   40,291     8,957 
郡上つくし会     3,087       823 

      合 計    21６,147    35,422 
   
  今年度のお歳暮商品についても１１月始めに、各家族宛カタログを配布しま

した。引き続き宜しくお願いします。少しでもぎふかれんの運営資金にと思っ

ています。カンパと思ってご協力下さい。 
 
 
○ゼブリオン水懸筋注 最新の安全性情報に関する報告書 
 発売以来、死亡者が他剤より多く発生したことから、安全性が問題となり、

販売もとの会社からの安全な使用上の注意点を含めた取扱の報告書がみんなネ

ットへ、みんなネットから各県連へ送信されてきました。別紙参照。 
○抗精神病薬「ゼブリオン」使用後の死者８０人超に 

ヨミドクタ－（読売新聞）  
2013 年１１月の市販以来、使用した患者の死亡が相次いだ抗精神病薬ゼブリオン。４週に

１度、肩か臀部（お尻）の筋肉に打つだけで効果が持続する便利な注射だが、市販後、半

年の死亡報告が３２人に上り、このうち１６人が突然死、あるいは突然死が疑われるなど

を、読売新聞などで伝えてきた。死亡報告を受けて、厚生労働省は、２０１４年４月、ゼ

ブリオンに関する安全性速報（ブルーレター）の発出を指示、販売するヤンセンファーマ

社に、医療関係者への注意喚起を行うよう求めた。更に、突然死のリスク上昇などにつな

がる多剤併用を防ぐため、添付文書の改訂も行われた。だが、以降も他の剤より早いペー

スで死亡報告が増えていった。 
 ２０１６年６月１５日現在、医療品医療機器総合機構のサイトに掲載されたセブリオン

使用後の死亡例（‘１６年１月までの報告）は８３人に上る。手をこまねいていると、今年

中に１００人を超える恐れがある。 インターネット検索による。 
 
 



（再録）                               
○日本財団助成「精神障害者家族間の支援者の養成研修  
 知識と実技のセット研修プログラム知識と実技の 

セット研修プログラム（第１回目） 
 期 日：平成２８年１２月２日（金） 
 場 所：福祉農業会館 南２会議室 
 参加者：主に電話対応の任にある方、またその可能の 
   ある方、ぎふかれんの理事、監事など、事務担当者、各家族会の電話相 
   談担当者他  ３０名程度 
 プログラム 
  受付：９：３０ 
  開会 １０：００ 
  ○挨拶   
  ○研修会  
   ① １０：３０～１２：００ 
    講 師： 精神科医師 桜庭 泰 先生 
    講 演： 精神疾患について  
    質 問： ２０分程度     
    １２：００～１３：００ 昼食  
    昼食は準備します、代金は５００円です。希望者は申し出てください。 
    なお、会議出席者は旅費を支給します。印鑑ご持参下さい。 

 ②１３：００～１４：３０ 
 講 演：各種社会資源について 
 講 師：精神保健福祉士 内木 克治 様 

    質 問：２０分程度 
   
   ③１４：３０～１５：３０ 県下の社会資源 
    司会・まとめ：精神保健福祉士 熊谷 久子 様  
    ア．岐阜県障がい者 福祉の手引き 平成２８年度版の学習 
     ・年金手帳の種類と拾得  障害手帳の種類と拾得  
     ・医療費助成  成年後見人制度の理解 
     ・各事業所の存在調査（主に精神障がい者施設を中心に） 
     ・その他 
    イ．各市町村独自の社会資源：各担当者説明 
      家族会担当範囲の市町村など 
 



     ○知識と実技のセット研修プログラム知識と実技の 
 セット研修プログラ（第２回目） 
  

 期日：平成２９年１月１８日（水）                 
 場所：福祉農業会館 南２会議室 
  
 受 付   ９：３０～ 
  研修開始 １０：００～１２：３０ 
 Ⅰ 挨拶 
Ⅱ 実技編 

  ○過去の相談事例からの、全員による対応策の検討 
   司会・とりまとめ  熊谷 久子 様 
 Ⅲ その他 
 Ⅳ ぎふかれん事務所で対応可能な電話相談マニュアルの作成 

（研修会後のまとめ） 
 
 
１２月２日・および１月１８日の参加者 
 ぎふかれん理事、監事、各種担当、連合会の電話担当者及び今後担当が可能

な方（ピア家族による家族のための電話相談事業が県の委託事業として採択さ

れた時）、各家族会内の電話等による相談担当者を対象とします。少しでも可能

性のある方は参画下さい。その場合、各家族会長はその分を申し出てください。 
 別紙用紙に回答下さい。 
 別紙に有りますが参考までに 
 参加者名簿 
  家族会名 
        様       
     参加   不参加   食事  必要（５００円） 不要 
     
   貴家族会からの参加者希望者 
     氏名       住所          

ＴＥＬ：        
         食事  必要（５００円） 不要 
     氏名       住所          

ＴＥＬ：        
         食事  必要（５００円） 不要 



１１・１２・１月のスケジュール表 
月 日 行     事 場  所 対応者 
11月 ８ 精神保健福祉会研修会 in 岐阜 長良川清流プラザ 

TEL058-233-8121 
全会員 

 13 全国身体障害者グランドゴルフ大会 長良川競技場 山田 
 15 障害者差別解消調整委員会 水産会館 山田 
 26 作業所交流会（グランドゴルフ） 

 
イビデン島グランド 
大垣市島町 
ﾊｳｽ希望久保田会長迄 

各事業所 

 
 

27 映画鑑賞：むかし matto の町があった。 大垣市総合福祉会館 希望者 

 27 友愛プール竣工式 岐阜市鷺山向井 山田 

 29 田口義嘉壽氏追悼式 岐阜メモリアルセン

ター 
山田 

１２ ２ 精神障害者家族間の支援者の養成研修

会（第１回目）櫻庭先生、内木 PSW 
を迎えて 

福祉農業会館２階南 全理事・監

事・各種役

員・電話担

当者他 

 ６ 岐阜市あけぼの会例会 あけぼの会服部会長 会員他 
29 年

１月

18 日 

 精神障害者家族間の支援者の養成研

修会（第２回目）熊谷 PSW を迎えて 
福祉農業会館２階南 全理事・監

事・各種役

員・電話担

当者他 

 


