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13時

18時

13時00分～17時00分
第41回日本医療社会事業学会

演題　 質疑応答

＊発表はオンデマンド 配信

13時45分～15時15分
シンポジウム
越境する福祉

―農福連携でつく る地域の風景―

14時

A会場 B会場 C会場

12時30分～16時30分

ワーク ショ ッ プ

医療ソ ーシャ ルワーカ ーのための

実践研究ワーク ショ ッ プ

　 　 　 　 　 　 　 ＊事前申し 込み制

15時30分～16時30分
特別講演

今後の地域医療供給体制について
（ 仮）

迫井 正深 （ 厚生労働省医政局長）

18時00分～19時00分
記念講演

「 私の生き る意味」
舩後 靖彦（ 参議院議員）

17時
17時15分～17時45分

千葉県医療ソ ーシャ ルワーカ ー協会
60周年記念式典

第69回公益社団法人日本医療ソ ーシャ ルワーカ ー協会全国大会
あり のままの生き 方を 支える〜夢を 描ける社会につなぐ ソ ーシャ ルワーク の可能性〜

9時

10時

11時

12時

15時

16時

千葉大会タ イ ムテーブル１ 日目（ ６ 月５ 日）

9時30分～10時00分

開会式

10時00分～11時30分
シンポジウム

Wi t hコ ロナ時代　 妊娠・ 出産・ 育
児を 支えるネッ ト ワーク

10時00分～12時00分

シンポジウム
ソ ーシャ ルワーク における倫理と
実践を 再考する　 ～ソ ーシャ ル

ワーク 倫理綱領の改定を ふまえて
～

10時15分～11時45分

シンポジウム
身寄り のない患者への支援につい
て～福祉と 司法の協働から 考える

～

12時00分～13時30分
講演

コ ロナ禍の外国人医療
沢田 貴志（ 港町診療所）
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9時

10時

11時

12時

14時

15時

9時00分～10時30分
講　 　 演

人はなぜ依存症になるのか～コ ネク ショ ンの
対義語と し てのアディ ク ショ ン～

松本　 俊彦（ 国立精神・ 神経医療研究センタ ー精神
保健研究所薬物依存研究部部長

／国立精神・ 神経医療研究センタ ー病院 薬物依存症
センタ ー センタ ー長）

第69回公益社団法人日本医療ソ ーシャ ルワーカ ー協会全国大会
あり のままの生き 方を 支える〜夢を 描ける社会につなぐ ソ ーシャ ルワーク の可能性〜

13時
13時00分～13時30分

閉会式

千葉大会タ イ ムテーブル２ 日目（ ６ 月６ 日）

9時00分～10時30分

千葉県発！マネジメ ント ルーブ
リ ッ ク ～共育（ き ょ う いく ） の羅

針盤～

A会場 B会場 C会場

9時00分～10時30分
認定個別相談会

「 認定制度（ 認定医療ソ ーシャ ルワー
カ ー・ 認定社会福祉士） およびスー
パービジョ ンにかかわる個別相談～
日々の実践の悩み、 スーパーバイ

ジー、 スーパーバイ ザーと し ての悩み
を 語っ てみませんか？」

10時45分～12時15分

シンポジウム
医療ソ ーシャ ルワーカ ーのスト レ スマ

ネジメ ント

10時45分～12時15分
シンポジウム

COVI D19パンデミ ッ ク 〜その時、 医療
ソ ーシャ ルワーカ ーは〜

日本医療ソ ーシャ ルワーカ ー協会
社員総会

10時45分～12時15分

ワーク ショ ッ プ
データ 活用の意義



シンポジウム　千葉県共用脳卒中地域医療連携パスで育てた地域連携～核になるのはMSW～
　　　シンポジスト　　古口　徳雄（千葉県救急医療センター）
　　　　　　　　　　　三浦　次美（千葉脳神経外科病院）
　　　　　　　　　　　佐野　香苗（佐倉厚生園病院）
　　　　　　　　　　　髙橋　隆彦（厚生園ケアマネジメントセンター）

救急認定ソーシャルワーカー企画
集い＜救急医療におけるソーシャルワーカーのつどい＞
コロナ禍での救急認定ソーシャルワーカーの実践
　　発表者 　　太田　裕子（国立病院機構大阪医療センタ―）
　　　　　　　高橋　裕美（大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター）
　　　　　　　福森　優司（大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター）
　　　　　　　浅野　正友輝（トヨタ記念病院）
　　　　　　　南本　宜子（済生会京都府病院）

シンポジウム　医療・介護・福祉の地域連携～クライエントの情報を共有する千葉県独自ツール～
　　　シンポジスト　演者調整中

日本医療ソーシャルワーカー協会認定事業部企画
私たちの実践力を証明する認定医療ソーシャルワーカー／認定社会福祉士に挑戦しよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～スーパービジョンの定着を目指して～

第41回日本医療社会事業学会　演題発表

シンポジウム　#学びを止めるな～コロナ禍における新しい研修への取り組み～
　　　シンポジスト　木川　幸一（北海道ソーシャルワーカー協会／北海道がんセンター）
　　　　　　　　　　藤田　譲（大阪医療ソーシャルワーカー協会／白鷺病院医療福祉科）
　　　　　　　　　　樋渡　貴晴（愛知県医療ソーシャルワーカー協会）

第69回公益社団法人日本医療ソ ーシャ ルワーカ ー協会全国大会
あり のままの生き 方を 支える〜夢を 描ける社会につなぐ ソ ーシャ ルワーク の可能性〜

シンポジウム　セクシャルマイノリティと医療・福祉の現場
　　　シンポジスト　　上井　ハルカ（レインボー千葉の会）　　伊藤　悟（レインボー千葉の会）

シンポジウム　交通事故の医療と生活～当事者家族の声とともに考える～
　　　　座　　長　　　葛田　衣重　　千葉大学医学部付属病院
　　　　　　　　　　　石川　里香　　自動車事故対策機構 千葉療護センター
　　　シンポジスト　　森戸　崇行　　千葉県千葉リハビリテーションセンター
　　　　　　　　　　　山田　和美　　ふぁみりぃはんず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい者も暮らせるアパート＆シェアハウス　LIEBE HAUS
 　　　　　　　　　　　大橋　靖史　　淑徳大学総合福祉学部実践心理学科教授

千葉大会　 オンデマンド 配信（ 6月5日〜6月20日）

講演　ありのままを支える臨床倫理 ～立ち止まり、選択を意識し、物語を共に紡ぐ～
　　　　　　　　　　　　　　　　金城　隆展（琉球大学医学部附属病院 地域・国際医療部）

講演　先輩から後輩へ　アドバイザー制度～千葉県MSW協会の取り組み～
　　　　　　　　　　　　　　　　西城　春彦（西佐倉印西病院）　　飯田　麻美（勝田台病院）
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