
平成 30 年 2 月 16 日 
会 員 各 位 

一社）岐阜県ソーシャルワーカー協会 
会 長  武山 修 

（公 印 略） 
 

岐阜県ソーシャルワーカー協会 平成 29 年度第 3 回研修会 

 早春の候，時下ますますご清祥の段，お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り，厚く御礼

申し上げます。遅くなりましたが，下記の通り第 3 回研修会の開催が決まりましたので，ご案内させ

ていただきます。 
 今回の研修では，三重大学の若林先生に，患者・家族の思いを大切にする「在宅医療・退院支援」

についてご教示いただきます。また，当協会会員の鈴木光氏らが実施した「美濃加茂市・加茂郡・可

児郡圏域における権利擁護支援体制構築にかかるニーズ調査」の研究報告も行われます。 
 講演，研究報告終了後には交流会の時間も設けてあります。普段は業務中に電話等でしか話したこ

とのない相手や，普段の業務では関りが少ない分野の機関の方とも交流を深めることができると思い

ます。 
 報酬改正等でお忙しい時期とは思いますが多くの方の参加をお待ちしております。 
 

記 
日時 ：平成 30 年 3 月 18 日（日） 13：30～16：00（受付 13：00～） 
場所 ：岐阜県総合医療センター 情報交流棟 3 階 講堂 
  岐阜県岐阜市野一色 4-6-1 
  ※当日は駐車券を受付までご持参下さい。 
内容 ：13：30～ あいさつ・協会活動報告 
  13：40～ 講演「退院支援と療養場所の選択」 
   三重大学  若林 英樹 氏 
  14：45～ 研究報告 
   当協会会員 鈴木  光  氏 
  15：20～ 交流会 
参加費 ：①無料 
  岐阜県ソーシャルワーカー協会会員（当日の平成 30 年度会費納入者を含む） 
  愛知県 MSW 協会会員，三重県 MSW 協会会員 
  「退院支援の実施状況と退院先選択に関する調査」協力医療機関の職員 
  ②有料（2,000 円） 
  上記以外の参加者 

以上 
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 今回の研修では，三重大学の若林先生に，患者・家族の思いを大切にする「在宅医療・退院支援」

についてご教示いただきます。また，当協会会員の鈴木光氏らが実施した「美濃加茂市・加茂郡・可

児郡圏域における権利擁護支援体制構築にかかるニーズ調査」の研究報告も行われます。 
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  岐阜県岐阜市野一色 4-6-1 
  ※当日は駐車券を受付までご持参下さい。 
内容 ：13：30～ あいさつ・協会活動報告 
  13：40～ 講演「退院支援と療養場所の選択」 
   三重大学  若林 英樹 氏 
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   当協会会員  鈴木  光  氏 
  15：20～ 交流会 
参加費 ：①無料 
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開催要領 

1．日時 ：平成 30 年 3 月 18 日（日） 13：30～16：00（受付 13：00～） 
 
2．場所 ：岐阜県総合医療センター 情報交流棟 3 階 講堂 
  岐阜県岐阜市野一色 4-6-1 
  ※当日は，駐車券を受付までご持参ください。 
 
3．内容 
（1）  13：30～13：40 
  あいさつ・協会活動報告 
 
（2）  13：40～14：40 
  講演「退院支援と療養場所の選択」 
  三重大学大学院医学系研究科 地域医療学講座 若林 英樹 先生 
   
  若林先生は、平成 28 度・平成 29 年度に「在宅医療促進に関連する患者・家族の負担と

地域医療・介護体制に関する研究」のため「退院支援の実施状況と退院先選択に関する調

査」をいくつかの医療機関と共同し、退院される患者・家族の方々に対し実施されました。

今回は、その研究結果を発表いただくとともに、患者・家族の思いを大切にする「在宅医

療・退院支援」についてご教示いただく予定です。 
 （参考）協力医療機関 
 三重大学医学部附属病院，名張市立病院，済生会吹田病院，岐阜市民病院，岐阜県総合医

療センター 
 
（3）  14：45～15：10 
  研究報告「美濃加茂市・加茂郡・可児郡圏域における権利擁護支援体制構築にかかるニ

ーズ調査」 
  権利擁護を考える会 鈴木 光 氏（岐阜県ソーシャルワーカー協会会員） 
 
（4）  15：20～16：00 
  交流会（グループでの情報交換等） 
 
4．参加費 
（1）  無料 



 ・岐阜県ソーシャルワーカー協会会員（当日の平成 30 年度会費納入者を含む） 
  ・愛知県ＭＳＷ協会会員 
 ・三重県ＭＳＷ協会会員 
 ・「退院支援の実施状況と退院先選択に関する調査」協力医療機関の職員 
（2）  有料（2,000 円） 
 ・上記以外の参加者 
 
5．問合せ・申込等 
 岐阜県ソーシャルワーカー協会 事務局 
 岐阜県総合医療センター 退院サポート部 武山 修 
 TEL：058-246-1111（電話交換に「退院サポート部武山へ」とお伝えください） 
 ○申込方法 
 岐阜県ソーシャルワーカー協会ホームページより，又は別紙申込書により FAX にてお申

し込みください。 
 申込期限：3 月 13 日（火） 
 FAX：058-249-0512 
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参加申込書 

 

FAX：058-249-0512 
（岐阜県総合医療センター 退院サポート部 武山 宛） 

 
フリガナ  

氏名  

所属先名  

住所  

※変更がある場合 電話番号  

E-mail  

岐阜県ソーシャルワーカー協会の 会員 非会員 

 
※平成 30 年 3 月 13 日（火）（必着）までに，必要事項を記入の上，FAX にてお申し込み下さい。 
※メールでお申し込みの場合は，お問合せ先メールアドレス宛に上記内容を記入の上，送信して下さ

い。 
※当協会会員以外の方もお申込みいただけます。 
 
 
 
 
 
 

《お問合せ先》 
岐阜県総合医療センター 退院サポート部 武山 修 
FAX：058-249-0512／TEL：058-246-1111 
E-mail gifusw@yahoo.co.jp 
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