平成 28 年度

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会
初任者研修会 要綱

１．開催の趣旨
実務経験３年未満の医療ソーシャルワーカーに対し、
「基礎的な知識・技術を取
得すること」
、
「すぐに実務に役立つ制度等を理解すること」を通し、標準的な医療
ソーシャルワーカー業務や、価値・倫理を基盤にした実践を学ぶことを目的とする。
２．主催
一般社団法人

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会

３．場所
北中城若松病院 ３Ｆ講堂
（ 住所：北中城村字大城 311 TEL：098-935-2277 ）
４．日程
・オリエンテーション 平成 28 年 5 月 14 日（土）14：00〜
・１回目 6 月 25 日（土）
・２回目 7 月 30 日（土）
・３回目 9 月 17 日（土）
・４回目 10 月 29 日（土）
・５回目 11 月 19 日（土）〜20 日（日） ＊宿泊研修と兼ねる
※プログラムの詳細は別紙を参照
５．対象
沖縄県医療ソーシャルワーカー協会に加入している者、又は、会員登録を希望す
る者（会費は H28 年度より徴収 6,000 円／年）で、実務経験３年未満の者。
※会員で３年以上の者も後ろで聴講可能（無料）
。
６．費用
会員：無料（当日、会員登録者も含む）
非会員は各研修 １回につき￥３０００
７．その他
●全プログラムの受講者には「沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 初任者研修
証」が発行されます。
●日本医療社会福祉協会 認定医療社会福祉士ポイント研修（予定）
＜申込み方法・お問い合わせ＞
○申込書を記載し、６月１７日（金）

17 時までにＦＡＸにて申込みください。

申込み・お問い合わせ先
北中城若松病院

修了

FAX：098-975-6036（MSW 室直）
TEL：098-935-2277（代表）
ＭＳＷ 香村真範

【 プログラム 】
― １回目 ― 平成 28 年 6 月 25 日（土）
時間
内容
13：30〜
受付

会場：北中城若松病院
講師

『医療制度改革の変遷と MSW 業務』
14：00〜15：30

〜社会背景を学び、より広い視野で業務を
理解し実践につなげる〜

樋口美智子（那覇市立病院）

『医療ソーシャルワーク価値・倫理』 島袋恭子（那覇市立病院）
15：30〜15：45

休憩
『実践に必要な制度

①生活保護』

15：45〜17：15

〜制度を理解し、より実践的に MSW とし
ての活動ができるようにする〜

17：15〜17：30

次回研修の確認・終了

― ２回目 ―
時間
13：30〜

平成 28 年 7 月 30 日（土）
内容
受付
『実践に必要な制度

14：00〜15：30

〜保険ってなぁに？

15：30〜15：45

休憩

会場：北中城若松病院
講師

②医療保険』

医療保険制度の給付
を中心に学びます〜

『実践に必要な制度

望月祥子（ハートライフ病院）

③介護保険』

15：45〜17：15

〜退院する際に最も利用頻度の高い制度！
現場で役立つ基本的な知識を学ぼう！〜

17：15〜17：30

次回研修の確認・終了

― ３回目 ―
時間
13：30〜

當銘由香（大浜第一病院）

平成 28 年 9 月１７日（土）
内容
受付

香村真範（北中城若松病院）

会場：北中城若松病院
講師

『医療機関機能別専門知識（急性期）』

14：00〜14：40

〜各領域で実践している現役者から、各機
能の理解と特性を学ぶ〜

14：40〜14：50

休憩

秦克之（中頭病院）

『医療機関機能別専門知識（回復期）』

14：50〜15：30

〜各領域で実践している現役者から、各機
能の理解と特性を学ぶ〜

15：30〜15：40

休憩

15：40〜16：20

『医療機関機能別専門知識（ホスピス）』
〜各領域で実践している現役者から、各機
能の理解と特性を学ぶ〜

16：20〜16：30

休憩

安慶名真樹（大浜第二病院）

長原野（南部病院）

『医療機関機能別専門知識（精神科）』

16：30〜17：10

〜各領域で実践している現役者から、各機
能の理解と特性を学ぶ〜

17：10〜17：30

次回研修の確認・終了

知花勉 氏（新垣病院/PSW）

― ４回目 ―
時間
13：30〜

平成 28 年 10 月 29 日（土）
内容
受付

会場：北中城若松病院

14：00〜14：30

『チーム医療における MSW の役割』
〜なぜ、チーム（多職種協同）が必要か。
その中で MSW の役割を学びます〜

14：30〜14：40

休憩

講師

又吉智子（大浜第一病院）

『退院援助①』
14：40〜15：40

〜患者（家族）の思いを大事にしながら、
退院援助に必要な視点・知識・方
法について学びます〜

15：40〜15：50

休憩

伊禮智則（那覇市立病院）

『退院援助②』
15：50〜17：20

〜患者（家族）の思いを大事にしながら、
退院援助に必要な視点・知識・方
法について学びます〜

17：20〜17：30

次回研修の確認・終了

【 プログラム 】
― ５回目 ―
※宿泊研修と合同企画（慢性期協会 MSW 部会と共催）
平成 28 年 11 月 19 日（土）〜20 日（日）
会場：今帰仁の里 あいあいファーム（旧 涌川小学校）
時間
内容
11 月 19 日（土）
14：00
〜
17：30

角山信司（浦添総合病院）

講師

『自己覚知』

黒木信之 氏

〜ソーシャルワーカーにとっての専門
的職業的自己覚知〜

（一般社団法人名古屋市医師会 在宅
医療・介護連携センター統括センタ
ー長）

『自己覚知』

黒木信之 氏

〜ソーシャルワーカーにとっての専門
的職業的自己覚知〜

（一般社団法人名古屋市医師会 在宅
医療・介護連携センター統括センタ
ー長）

11 月 20 日（日）
9：00
〜
12：30

