
平成 30年 4月 11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 30年度第 2回研修会 

 春暖の候，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。 

 早速ですが，下記の通り平成 30年度第 2 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，在宅医療をテーマに総合在宅医療クリニックの市橋院長からクリニックでの取り

組みや「再入院予防としての在宅医療」について講演やワークショップを行っていただきます。 

 病院を退院された方たちが「その人らしい日常生活を送ることの支援」を実践するためにも在宅で

の医療との関りについて理解する良い機会だと思います。 

 普段のお忙しい業務の中大変だとは思いますが，皆様の参加をお待ちしております。 

 

記 

日時  ： 平成 30年 5月 19日（土） 研修会 13：30～16：30（受付 13：00～） 

     交流会 17：00～19：00（希望者のみ） 

場所  ： 総合在宅医療クリニック 

 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺 4-12（電話 058-213-7830） 

  

内容  ： 13：30～ あいさつ・協会活動報告 

 13：40～ 講演「在宅医療」 

 

講師  ： 総合在宅医療クリニック 市橋 亮一 院長 

 

参加費 ： ①無料：岐阜県ソーシャルワーカー協会会員（岐阜地区MSW研修会参加機関含む） 

    ：愛知県MSW協会会員，三重県MSW協会会員 

 ②有料：2,000円（上記①以外の者） 

交流会費： 3,000円（飲酒有り），2,000円（飲酒無し） 

 

申込  ： 申込期限 平成 30年 5月 12日（土） 

 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 宛 

以上 
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岐阜県ソーシャルワーカー協会 平成 30年度第 2回研修会 

開催要領 

1．日時 平成 30年 5月 19日（土） 

 受 付 13：00～ 

 研修会 13：30～16：30 

 交流会 17：00～19：00 （※希望者のみ） 

 

2．場所 総合在宅医療クリニック 

 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺 4-12 （TEL：058-213-7830） 

 名鉄笠松駅東口から徒歩 10分 

 名鉄笠松駅：名鉄名古屋駅より 23分，名鉄岐阜駅より 5分（特急利用の場合） 

 ※駐車場は 25 台程度ありますが混雑が予想されますので乗り合わせ又は公共       

交通機関をご利用ください。 

 ※昨年 10 月に社屋移転されたのでカーナビでは旧社屋に案内される可能性がありま

す。新社屋はファミリーマート岐南薬師寺店の隣です。 

 

3．テーマ 『在宅医療』 

  退院支援の大きな目的に「その人らしい日常生活を送ることの支援」があります。

そのためには退院時共同指導等による地域の関係機関と連携が重要であり，地域の関

係機関の業務・役割を理解することが大切になります。 

  今回の研修会では総合在宅医療クリニック市橋院長からお話を伺い，在宅医療につ

いて理解を深め，「その人らしい日常生活を送ることの支援」を学びます。 

 

 

4．内容 （1）13：30～13：40 

 あいさつ：岐阜県ソーシャルワーカー協会活動報告等 

  

 （2）13：40～16：30 

 講演：『在宅医療』 

 ・総合在宅医療クリニックの診療・活動紹介 

 ・在宅での生活（医療処置、生活支援、食支援等） 

 ○再入院予防としての在宅医療 

 ・参加者の交流を含めたゆったりワークショップ 

 （総合在宅医療クリニックよりお茶・お菓子の提供があります。） 

 ・在宅医からケースワーカーへのお願い。 



 ・ケースワーカーからのＱ，在宅医からのＡ。 

 「患者・家族は在宅希望なのに主治医は転院の方針」あなたなら？ 

 「もしも家族に介護の迷惑をかけないのであれば，あなたはどこで最後を過ごしたい

ですか？」「あなたが介護者なら，家族の介護は迷惑ですか？」 

 講師：総合在宅医療クリニック 市橋 亮一 院長 

  

 （3）17：00～19：00 

 交 流 会 ：市橋亮一院長や研修会参加者の皆さんでの交流。飲食。 

 場 所 ：総合在宅医療クリニック 1階 

    

5．講師紹介  

 （1）総合在宅医療クリニック 

 特徴：外来を持たずに 24時間 365日在宅医療を提供 

 職員：常勤医師 4人，非常勤医師 6人，看護師 

 他に言語療法士，管理栄養士，歯科衛生士，音楽療法士等が在籍 

 患者：約 230人，年間約 120人を看取る 

 施設：平成 29年に新社屋「かがやきロッジ」完成 

 1 階：交流スペース（縁側，掘りごたつ，まきストーブ，オープンキッチン等） 

 2 階：講義室 4室（在宅医療の教育活動，地域の方々の交流） 

 

 （2）市橋亮一院長 

 名古屋大学医学部卒。土岐市立総合病院で卒後研修後，名古屋大学医学部付属病院

（ICU），名古屋第二赤十字病院（血液内科）など 

 2004年 名古屋大学大学院博士課程在籍（第一病理学） 

 2006年 愛知医科大学加齢医科学研究所助教 

 2008年 三つ葉在宅クリニック（名古屋市）勤務 

 2009年 総合在宅医療クリニック開院 

 岐阜市在住 

 参考：市橋院長は週刊現代（平成 28年 12月 25日号）の「名医が選んだ『看取られ

たい在宅医』150人」にお名前が記載されていました。 

 

6．参加費等 （1）無料 

   岐阜県ソーシャルワーカー協会会員（岐阜地区ＭＳＷ研修会参加機関含） 

   愛知県ＭＳＷ協会会員，三重県ＭＳＷ協会会員 

  （2）有料：2,000円 

   上記（1）以外の者 

  （3）交流会会費（事前申し込み時に飲酒の希望について選択して下さい） 

   2,000円（飲酒をされる方は 3,000円） 



 

7．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 宛 

 電話：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又は別紙申込書により FAX下さい。 

 申 込 期 限：5月 12日（土） 

 F A X 番 号：058-249-0512 

 



岐阜県ソーシャルワーカー協会 平成 30年度 

第 2回研修会（5月 19日開催）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 

□所属先 □自宅 

※変更がある場合 電話番号 

□所属先 □自宅 

E-mail 

□所属先 □自宅 

岐阜県ソーシャルワーカー協会の 会員 非会員 

その他の会員 

（右記のいずれかを選択してください） 

愛知県MSW 

協会会員 

三重県MSW 

協会会員 

岐阜地区MSW研

修会参加医療機関 

研修会に 参加します  

交流会に 
参加します 

（飲酒有り，3,000円） 

参加します 

（飲酒無し，2,000円） 
参加しません 

駐車場を 利用します 利用しません  

※住所等は所属先・自宅のどちらでも構いません。各欄にて「所属先もしくは自宅」にチェックを入れて

ください。 

※平成 30年 5月 12日（土）（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 


