
2021年度 三重県医療ソーシャルワーカー協会

初任者研修のご案内
本研修は、医療ソーシャルワーカーの職能団体である日本医療社会福祉協会のシラバスに基づき、実務経験3
年未満の医療ソーシャルワーカーが基礎的な知識・技術を習得することを目的としています。日本医療社会福
祉協会が開催する研修と同じテーマを三重県の仲間と一緒に受けることができます。三重県協会では、2017
年度の開始から、2年間で完結するプログラムとなっていましたが、本年度よりオンラインを活用し、1年での
修了を予定しています。

（公）日本医療社会福祉協会 医療ソーシャルワーカー基幹研修Ⅰ【三重県版】

お申し込みは
下記ＱＲコード
または、協会ホームページから

対 象 ： 3年未満の方を推奨しますが、受講資格は問いません

受 講 費 ： 全講座一括 会員 6.000円 非会員 18.000円

1講座のみ 会員 500円 非会員 1.500円

※ 2019年度基幹研修第1期修了者は、3.000円

開催日時 ： 原則第２・４火曜 18:00～19:40（一部土曜日）

開催方法 ： オンライン（Zoom)（一部集合研修の可能性あり）

参 考 ： 日本医療社会福祉協会 5日間 正会員36.000円、非会員56.000円
認定医療社会福祉士取得に必須となる生涯ポイント該当

お問合せ先 三重県医療ソーシャルワーカー協会 事務局（担当 川口）
〒512-1111 三重県四日市市山田町5538-1 小山田記念温泉病院内

MAIL mswmie.office@gmail.com TEL 059-328-1260

開催日時
時間
（分）

旧開催期 講 義 内 容 講 師

2021年
60

２期 三重県MSW協会の概要と現任者教育体制 三重県MSW協会会長
みえ川村老健 山田剛氏4月27日 １期 日本における医療ソーシャルワークの成立と課題

5月11日 90 １期 医療ソーシャルワークの価値と倫理 三重病院 高村純子氏

5月25日 90 １期 医療ソーシャルワークと記録 三重大学医学部附属病院 鈴木志保子氏

6月8日 90 ２期 医学知識 糖尿病 三重病院 看護師 渡邉美佳氏

6月22日 90 ２期 医学知識 在宅療養
みえ在宅医療クリニック
医師 門間文彦氏

7月13日 90 １期 医学知識 認知症
岡波総合病院

老人看護専門看護師 市川智子氏

7月27日 90 １期
医学知識 脳卒中と連携パス
※専門基礎研修と共催

藤田医科大学七栗記念病院
医師 園田茂氏

8月10日 45 ２期 厚生労働行政の動向 三重県医療保健部 調整中

8月24日 90 1期 診療報酬とソーシャルワーク 主体会病院 川口恵生氏

9月14日 90 ２期 医学知識 がん
三重大学医学部附属病院
看護師 堀口美穂氏

9月28日 90 ２期 医学知識 緩和ケア
松阪市民病院 看護師長

緩和ケア認定看護師 萩原美紀氏

10月12日 90 １期 支援方法論 チーム医療と地域連携 鈴鹿回生病院 久保信裕氏

10月26日 90 １期 社会保障制度とソーシャルワーク 三重大学医学部附属病院 小坂絵里加氏

11月9日 90 １期
事例検討の方法と実践の検証
（グループワークにてライブ開催のみ）

みえ川村老健 山田剛
他会員講師

11月30日 90 ２期 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

12月14日 90 ２期 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

2022年
180 ２期

医療における「家族の理解」
※専門基礎研修と共催

鈴鹿医療科学大学
教授 松原新1月15日

1月29日 90 ２期 支援方法論 アセスメント 岩手県立大学 伊藤隆博

調整中 180 １期
支援方法論 ミクロ・メゾ（自己理解、他者理解、コミュニケー
ションスキル、面接技術）

岩手県立大学 伊藤隆博
研修部理事
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https://www.mie-msw.com/

