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全日病 発 第 32 号 

平成 28 年 5 月 13 日 

 

各 位 

公益社団法人 全日本病院協会 

会 長 西澤 寬俊 

プライマリ・ケア検討委員会 

委員長 丸山  泉 

 

平成 28 年度 第１回病院医療ソーシャルワーカー研修会の開催について 

 

平素は当協会の活動につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

当協会では、今後の医療提供体制において重要な課題である、プライマリ・ケア、在宅医療、認知症を

総合的に検討する委員会としてプライマリ・ケア検討委員会を設置し、プライマリ・ケアに係る諸問題に

ついて検討を行っております。 

 この度、公益社団法人日本医療社会福祉協会との共催により、病院施設ならびに関連施設における医

療ソーシャルワーカーを対象とした研修会を下記のとおり開催いたします。専門職としての業務だけで

なく、チームの中の医療ソーシャルワーカー、組織の中の医療ソーシャルワーカーの機能や役割を学ぶ

ことによって、組織において真に求められる人材を育成する目的で企画いたしました。 

本研修を２日間通して参加された方には、当協会より「受講修了証」を発行いたします。また、本研修

は公益社団法人日本医療社会福祉協会の認定する認定医療社会福祉士のポイント認定対象となります。 

関係職種の職員のご参加について、ご高配方宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．主  催  ： 公益社団法人 全日本病院協会 

 

２．共  催 ： 公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

 

３．開催日時 ： 平成 28 年 7 月 9 日（土）  13：00～19：15（懇親会 19:15～） 

      7 月 10 日（日）   9：00～16：00 

 

４．会  場 ： 全日本病院協会 大会議室 

（東京都千代田区猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F） 

 

５．参加条件等 ： 医療機関等に所属しているおおむね経験年数 3年以上のソーシャルワーカー 

 

６．募集人数 ： １２０名（先着順） 

 



2 
 

７．プログラム（予定）： 

＜１日目（７月９日） 開始時間 13：00  終了時間 19：15（懇親会 19:15～）＞  

開始 終了  内容 講師（敬称略） 

13:00 13:05 5 [開会挨拶]   

13:05 13:25 20 [オリエンテーション] 

日本医療社会福祉協会 

副会長 

野口 百香

13:25 14: 25 60 

[講演①]  

『医療を取り巻く情勢の現状と将来：病床機能区分について、診療報

酬改定とＭＳＷ（国、厚労省の動向、政策の意図の理解）』 

全日本病院協会 副会長

猪口 雄二

14: 25 14:35 10 休憩  

14:35 15:35 60 

[講演②]  

『組織が求めるＭＳＷの機能・役割（組織がＭＳＷに寄せる期待を理

解する）』 

全日本病院協会 副会長

織田 正道

15:35 15:45 10 休憩  

15:45 17:15 90 

[アイスブレイクと講演③]  

・アイスブレイク 

・講演『医療ソーシャルワーカーから見た地域包括ケア』 

日本医療社会福祉協会 

伊藤 正一

17:15 17:55 40 
[講演④] 

『地域包括ケアと退院支援』  

日本医療社会福祉協会 

岡村 紀宏

17:55 18;05 10 休憩  

18;05 19;05 60 

[演習①] 

『もし明日目が覚めたとき、理想的な地域包括ケアシステムが出来上

がっていたとしたら・・・』 

WITH 医療福祉実践研究所 

佐原 まち子

19:15   懇親会  

 
＜２日目（７月１０日） 開始時間 9：00  終了時間 16：00＞ 

開始 終了  内容 講師（敬称略） 

9:00 10:30 90 
[講演⑤] 

『医療ソーシャルワーカーに求められるマーケティングの視点』 

法政大学経営学部 

教授 

佐野 哲

10:30 10:40 10 休憩  

10:40 12:40 120 

[講演⑥・演習②] 

『地域包括ケアと私の立ち位置を確認する（ポジショニング）』 

（途中適宜休憩） 

日本医療社会福祉協会 

取出 涼子

12:40 13:40 60 昼食休憩  

13:40 15:50 130 

[講演⑦・演習③] 

ワールドカフェ 

テーブルテーマ：①知る「あと何を知りたいか？」 

        ②動かす「私はどう動き、何を動かすか？」 

        ③つなぐ「つなぐ技術って何だ？」 

（途中適宜休憩） 

日本医療社会福祉協会 

山口 広作

15:50 15:55 5 事務連絡  

15:55 16:00 5 閉会挨拶  
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８．参 加 費 

(一人当たり) 

： 全日本病院協会会員病院職員 ２０，０００円（税込２１，６００円） 

非会員病院職員 ２７，０００円（税込２９，１６０円） 

※資料代、懇親会費（１日目）、昼食代（２日目）を含みます。 

交通、宿泊につきましては各自でご準備ください。 

 

９．申込方法 ： ①別紙申込書に必要事項をご記入のうえ FAX 03-5283-7444 にてお申し込みくださ

い。 

②おって「参加費振込依頼票・受講票」を FAX にて送付いたしますので、送付さ

れた案内をご確認・返信のうえ、参加費を指定期日までにお振込みください。 

 

10．締 切 日 ： 平成２８年６月１７日（金）（定員に達し次第、締切となります。） 

 

11．取り消し ： 入金後の参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。 

欠席者には資料の発送をもってかえさせていただきます。 

 

14．会場案内図 

  

 

 

12．備 考 ： ①受講者名簿等の開示はできません。予めご了承ください。 

②参加者の皆様へは後日、事前課題をメール、FAX にてお送りいたします。 

別紙申込書にメールアドレスのご記載をお願いいたします。また、記載いただいた

事前課題はプリントアウトしたうえで、当日ご持参ください。（演習②で使用しま

す。） 

③１日目の研修終了後、19:15 より懇親会を開催致します。受講者の皆様におかれ

ましては、交流・情報交換の場として是非ご活用ください。また、名刺を多数ご持

参ください。 

 

13．お問合せ ： 公益社団法人 全日本病院協会 事務局 

〒101-8378 東京都千代田区猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F 

TEL：03-5283-7441 FAX：03-5283-7444 

【交通手段】 

JR 中央線・水道橋駅東口下車 

徒歩約４分 

都営三田線・水道橋駅 A1 出口 

徒歩約５分 
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第１回病院医療ソーシャルワーカー研修会（Ｈ28.7.9/10） 

参 加 申 込 書 

＜申込締切：平成２８年６月１７日（金）＞ 

下記事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお送りください。 

【FAX 番号】03-5283-7444 
※ 楷書にて正確にご記入ください。 

病院名  

住 所 

〒    － 

ＴＥＬ （     ）    － 

ＦＡＸ （     ）    － 

メールアドレス @ 

参加者 

所属部署・役職 経験年数 氏  名 

  

(ﾌﾘｶﾞﾅ）  

 

 
【申込書送付先・問合せ先】 
公益社団法人全日本病院協会事務局 病院医療ソーシャルワーカー研修会担当：長戸、植松 
〒101-8378 東京都千代田区猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F 
TEL：03-5283-7441 FAX：03-5283-7444 
 
※１施設より複数名申込の場合には本紙をコピーするか、当協会ホームページより申込書をダウン
ロードしてください。 

※研修会申込者の個人情報は、本研修会の実施に関する目的にのみ使用いたします。 
※受付受理後、「確認書・参加費お振込のご案内」をＦＡＸにてお送りいたします。3 営業日以
内に FAX 到着が確認できない場合事務局までご連絡ください。送付された案内をご確認の
うえ、参加費を指定期日までにお振込みください。 

 
【申込書送付先・問合せ先】 
公益社団法人全日本病院協会事務局 病院医療ソーシャルワーカー研修会担当：長戸、植松 
〒101-8378 東京都千代田区猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F 
TEL：03-5283-7441 FAX：03-5283-7444 

【別紙】 


