
 平成30年度 

平成30年5月19日 

 

新入職の皆様、新年度が始まってから1か月が過ぎそろそろ仕事にも慣れてきた頃かと思いますが

いかがお過ごしでしょうか。日々困ったり悩んだりしていないですか？当協会では毎年初任者向け

研修を行っておりますが、昨年H29年度からはより充実を図るべく、医療ソーシャルワーカーとし

て必要な知識・技術を２年かけてじっくり身に付けられるような研修プログラムを実施しています。

昨年は第一期として年５回開催しご好評いただきましたので、今年度もまた別の内容のプログラム

をご用意して皆で学び合える場を作りたいと思います。新入職員さんはもちろん、昨年ご参加いた

だいた２年目さん、またもっと学びたいという先輩方もぜひ奮ってご参加ください！ 

 

本研修の到達目標は次の3点です。  

①MSWとして必要な医療知識を理解する  

②MSWとして対象者を理解する視点や方法を理解する   

③MSWとして求められる面接技術を習得する  

認定医療社会福祉士研修ポイント対象 ＜26ポイント＞（予定） 

※本研修は日本医療社会福祉協会の基幹研修Ⅰプログラムに則っております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他施設で同じように奮闘している同期と交流できる数少ない機会の一つともなります。この機会

に今後一緒に三重の保健医療福祉現場で活躍する仲間をたくさん作っていってください！ 

 

 

日 時 ： １日目 平成30年7月8日(日)10:30受付 11:00～19:00(交流会含む)  

２日目 平成30年10月20日(土)9:00受付 9:30～16:50  

３日目 平成30年10月21日(日)10:00受付 10:30～16:10  

４日目 平成30年12月16日(日)9:30受付 10:00～16:30  

会 場 ： １日目 三重大学医学部附属病院 三医会ホール 

２日目 三重県総合文化センター 中研修室 

３日目 三重県総合文化センター 中研修室 

４日目 三重県総合文化センター 中会議室 

対 象 ： 学生…○任意 1～２年目…☆強く推奨 4年目以降…○任意  

参加費 ： ４回セット申込み価格 会員3,000円 非会員9,000円（交流会費除く） 

          ※1回ごとの申し込みは1日につき1,000円となります。 

なるべくセットでのお申し込みをおすすめします。 

内 容 ： 別紙ご参照ください  

申 込 ： 別紙申込書にご記入の上FAXでお申し込みください  

（ホームページからの申し込み不可）  

締 切 ： 平成 29 年６月 27 日（火） 



平成 30 年度 基幹研修Ⅰ 三重県版第 2 期  プログラム 

7 月 8 日(日) 会場：三重大学医学部附属病院 三医会ホール 

【1 日目】 対象時間 ﾎﾟｲﾝﾄ 講 義 内 容 講 師 

10:30     受付   

11:00～12:00 45 1 

セッション① 

医療における厚生労働行政の

動向 

三重県 医療保健部 地域医療推進課 

課長 島田晃秀 

12:00～13:00     昼休憩   

13:00～13:50     

事例検討の意義と方法                              

（基幹研修Ⅰプログラム枠

外） 

みえ川村老健 山田剛 

14:00～17:00 180 4 
セッション② 

医療における「家族」の理解 

鈴鹿医療科学大学 

保健衛生学部 医療福祉学科 

教授 松原 新 

17:30～19:00     人的ネットワークの構築 交流会 

10 月 20 日(土) 会場：三重県総合文化センター 生涯学習棟４階 中研修室 

【2 日目】 対象時間 ﾎﾟｲﾝﾄ 講 義 内 容 講 師 

9:00     受付   

9:30～11:00 90 2 
セッション③ 

医学知識 緩和ケア 

三重大学医学部附属病院 

鈴木志保子 

11:10～12:40 90 2 
セッション④ 

医学知識 脳卒中と連携パス 

岡波総合病院 師長補佐 

脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護認定看護師 

東雲洋美 

12:40～13:40     昼休憩   

13:40～15:10 90 2 
セッション⑤ 

医学知識 糖尿病 

三重県看護協会居宅介護支援事業     

なでしこ津 管理者 藤波恵子 

15:20～16:50 90 2 
セッション⑥ 

医学知識 在宅療養 

三重県看護協会居宅介護支援事業         

なでしこ津 管理者 藤波恵子 

 

 

 



 

10 月 21 日(日) 会場：三重県総合文化センター 生涯学習棟４階 中研修室 

【3 日目】 対象時間 ﾎﾟｲﾝﾄ 講 義 内 容 講 師 

10:00     受付   

10:30～12:00 90 2 
セッション⑦ 

医学知識 認知症 

岡波総合病院 主任 

老人看護専門看護師 市川智子 

12:00～13:00     昼休憩   

13:00～14:30 90 2 

セッション⑧ 

医学知識アルコール関連問題とアデ

ィクション 

市立四日市病院 兵倉香織 

14:40～16:10 90 2 
セッション⑨ 

医学知識 がん 

三重大学医学部附属病院 師長 

がん看護専門看護師 堀口美穂 

12 月 16 日(日) 会場：三重県総合文化センター 文化会館棟２階 中会議室 

【4 日目】 対象時間 ﾎﾟｲﾝﾄ 講 義 内 容 講 師 

9:30     受付    

10:00～12:00     

事例検討会                          

（基幹研修Ⅰプログラム枠

外） 

みえ川村老健 山田剛 

12:00～13:00     昼休憩   

13:00～14:30 90 2 
セッション⑩ 

アセスメント 
三重病院 高村純子 

14:40～16:10 90 2 

セッション⑪ 

生活機能障害とソーシャルワ

ーク 

伊勢赤十字老人保健施設 虹の苑 

脇海道 友美 

16:10～16:30     修了式   

 

 

 

 



平成 30 年度 基幹研修Ⅰ第二期(三重県版) 

申込書【４回分一括申込み】 
〆切 平成 30 年 6 月 29 日（金） 

 

参加者氏名 会員資格 経験年数 

 
会員・非会員 １年目・２年目・３年目以上 

 
会員・非会員 １年目・２年目・３年目以上 

 
会員・非会員 １年目・２年目・３年目以上 

 
会員・非会員 １年目・２年目・３年目以上 

 
会員・非会員 １年目・２年目・３年目以上 

 
会員・非会員 １年目・２年目・３年目以上 

所属機関 連絡先電話番号 

  

 

【申込にあったっての注意事項】 

※２年間の研修を通して、MSW として必要な知識、技術を習得するプログラムとなっています。

できるだけ全ての研修会のご参加下さい。 

 

※4 回分の会費【会員 3,000 円 非会員 9,000 円】は初回 7/8(日)受付時にお預かりします。 

 欠席された場合、受講料の返金はできかねますのでご了承ください。 

 

※これまでの初任者研修から内容を刷新しております。初任者研修受講済みの方もぜひご参加くだ

さい。 

 

※同一所属機関の方は１枚にまとめてご記入いただきお申し込み下さい。 

 

省資源のため本紙のみで送信してください  



平成 30 年度 基幹研修Ⅰ第二期(三重県版) 

申込書【希望日選択申込み】 
〆切 平成 30 年 6 月 29 日（金） 

参加者氏名 参加希望日 

 
7/8(日)・10/20(土)・10/21(日)・12/16(日) 

会員資格 有・無   経験年数（   年） 

 
7/8(日)・10/20(土)・10/21(日)・12/16(日) 

会員資格 有・無   経験年数（   年） 

 
7/8(日)・10/20(土)・10/21(日)・12/16(日) 

会員資格 有・無   経験年数（   年） 

 
7/8(日)・10/20(土)・10/21(日)・12/16(日) 

会員資格 有・無   経験年数（   年） 

 
7/8(日)・10/20(土)・10/21(日)・12/16(日) 

会員資格 有・無   経験年数（   年） 

所属機関 連絡先電話番号 

  

 

【申込にあったっての注意事項】 

※参加希望日に○を付けてください。 

１日当たり、【会員1,000円 非会員3,000円】の会費を受付時にお預かりします。 

 

※同一所属機関の方は１枚にまとめてご記入いただきお申し込み下さい。 

 

 

省資源のため本紙のみで送信してください  


