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新年あけましておめでとうございます。
明るいニュースが増えていくことを祈りつつ、本年もよろしくお願い致します。

研修部からのお知らせ
【第 1 回 ステップアップコース研修】＊4 年～概ね 7 年目対象
援助技術 事例検討～社会的問題の為、退院支援に苦慮したケース～
介護保険制度の普及、活用が進む中、社会的多問題のケースも増加している。その中で MSW には危機介入の技
術が不可欠である。上記のようなケースについて事例検討を通じて適切な援助技術について学びます。是非ご参加
ください。
・日時：2021 年 1 月 9 日（土） 14 時～16 時 15 分（受付 13 時 30 分～）
・場所：くらしき健康福祉プラザ 201 号室（倉敷市笹沖 180）
・スーパーバイザー：大野ひとみ氏（玉島病院）
・事例提供者：早見真生氏（岡山旭東病院）
・対象：4 年目～概ね 7 年目会員
・申込み：1 月 6 日（水）までに下記までファックスでお申し込みください。
川崎医科大学附属病院 MSW 武内宛て
電話 ０８６－４６２－１１１１ ファックス ０８６－４６４－０６６２
※参加される方は、2020 年 12 月号でご案内した～ステップアップ研修（集合研修）実施における感染対策～
を必ずご確認いただき、お願い事項を遵守いただいた上でご参加のほどよろしくお願いいたします。

【第 1 回 専門コース研修】 ＊全体研修を兼ねる
・日時：2021 年 1 月 23 日（土） 14 時～16 時 15 分 (予定)
・内容：昨今、身寄りのない方や社会との繋がりが希薄な方々が増加傾向にあります。今回は、身寄りのない方や
ホームレスの方々への『きずな』の支援活動の実際を学び、ソーシャルワークの視点で当事者理解を深め、
支援ネットワークの活用や MSW の役割を考える研修を企画しています。当日は講演とグループワークを
予定しています。
・テーマ：
「社会とのつながり・接点を失った人（関係的困窮）への支援を考える ～『きずな』の活動を通して～」
・講師：岡山・ホームレス支援「きずな」理事 新名雅樹先生（社会福祉士／伴走型支援士 1 級）
・方法：オンライン研修「ZOOM」
（WI-FI 環境をお勧めいたします）
ZOOM アプリの使用方法につきご案内予定ですので初めての方もご参加ください。
・申込み：1 月 13 日（水）までに下記メールまでお申し込みください。
倉敷中央病院/板谷（メールアドレス：ni8504@kchnet.or.jp）
<申し込み内容> ①所属、②氏名、③MSW 経験年数、④参加ツール（PC、スマホ等）
※当日は年代ごとでグループワークを予定しているため、可能な方は 1 人 1 つの機器での
ご参加をご検討ください。
※上記対応が困難な場合（1 つの機器で複数参加希望の方）
、申込時に人数分の上記必要内容を
ご記載の上、その旨をお知らせください。個別にご相談させていただきたいと思います。
※お申込みいただいた方には研修数日前に招待メールをお送り致します。ZOOM の使用方法は
一緒に案内を添付致しますので、初めての方は予めご確認の上、ご準備をお願い致します。
・お問い合わせ： 岡山旭東病院/片岡（086-276-3231）

【第 1 回 指導者コース研修】 ＊4 年目以上対象
｢セルフ・ピアスーパービジョン～到達度モデルの活用～｣をテーマに研修を企画いたしました。これまでの指導
方法を振り返り、指導者としての悩みや課題を共有することから見えてくるものがあるかもしれません。また各機
関の教育課程の中で、当協会の到達度モデルの活用方法を考えてみましょう。他機関との交流が激減していますが、
新年度の採用が近づくこの時期に、指導者としてスキルアップ、情報共有の場となればと考えています。是非ご参
加ください。
・日時：2021 年 2 月 13 日（土）14 時～15 時 30 分（受付 13 時 30 分～）
・方法：オンライン（zoom）研修
・内容：①事前課題 指導内容を振り返り、悩みや課題を抽出
②研修当日 グループワーク（テーマは抽出した悩みや課題・到達度モデルの活用方法）
・対象：Ａ会員 4 年目以上
・参加費：無料
・申込み：1 月 30 日(土)までに下記へ FAX にてお申込みください。
さとう記念病院 MSW 大田宛 FAX0868-38-6006
☆上記にご案内している研修に参加される方で施設長宛に公文書が必要な方はかとう内科並木通り診療所の横山ま
でご連絡ください。
TEL 086-264-8855（代表） メールアドレス yukitosizen@gmail.com

第２7 回岡山プライマリ・ケア学会演題募集
2021 年３月２8 日（日）に学会学術大会が岡山市内で開催されます。例年、保健・医療・福祉・介護の連携や
取り組みに関する演題の発表があります。今年度は参加型及びＷｅｂ配信のハイブリッド方式で開催予定です。今
回の学会学術大会で演題発表をしたいという方がおられましたら、当協会事務局までお電話でご連絡ください。な
お、演題募集の締め切りは 1 月末となっております。
大会テーマ：新型コロナ（COVID-19）大会
With コロナ時代における保健・医療・介護・生活支援の目指すべき方向
～地域住民のニーズにいかに応えるのか～

事務局からのお知らせ
【２０２０年度第 6 回理事会報告（12 月 8 日開催）
】
日時：12 月 8 日（火）19 時～21 時 10 分
ＺＯＯＭにてオンライン開催
議事：１．各部事業報告・計画
広報出版部…2020 年度年報、オムスワについて
研修部…研修報告・計画
財務部…財務報告
２．2021 年度社員総会について
３．70 周年記念企画について
４．中国地区医療ソーシャルワーカー協会会長会について
５．研究・実践奨励活動(中川基金)について
６．その他
【関連団体からのお知らせ】
・岡山高齢者・障害者支援ネットワーク～令和２年度特別研修～
日時：２０２１年１月１６日（土）１３時３０分開会～１５時４０分閉会
場所：きらめきプラザ３０１号室
内容：
「発達障害について」
講師：野口正行医師（岡山県精神保健福祉センター所長）
申込み：NPO 法人岡山高齢者・障害者支援ネットワーク事務局
FAX086-237-2885

メール npo.okym.net@gmail.com

・令和 2 年度岡山リハビリテーション講習会
高次脳機能障害 みんなで支える、その理解と支援のために
講演 1 高次脳機能障害に対する社会的支援サービスの体系
講演２ 外傷性脳損傷における社会的行動障害に対するリハビリテーション
日時：2021 年 1 月 28 日（木）～31 日（日）
形式：YouTube にて期間限定配信
参加費：無料
申込み締切：1 月 18 日（月）
申込み/問合せ：岡山リハビリテーション講習会事務局（川崎医科大学附属病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内）
TEL086-462-1111 FAX086-462-7897
mail：kousyu@med.kawasaki-m.ac.jp
【会員の異動】
ホームページでは掲載しておりません。
各所属機関へ郵送した原紙をご覧ください。
※Ａ会員 会員登録更新届を 12/7 付けで送付させていただきました。ご協力ありがとうございました。ご提出い
ただけていない方がございましたら、お早めにご返送ください。今回、名簿の記載ミスも見つかり、一部会員の方
にはご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。今後さらに気を付けて参ります。また、退会届や所属等の変更
届の提出もれもあるようです。お気づきの方は事務局までご連絡ください。

協会ホームページについて
ホームページの会員専用掲示板パスワードは変更していませんので、再度ご確認ください。
User ID ：
【ｓｏｃｉａｌ】
（すべて半角）
パスワード：
【ｍ7ｓ7ｗ7】
（すべて半角）

☆今月の担当は、福田（岡山西大寺病院）
、和田（岡山労災病院）
、眞宮（光生病院）でした。
2 月号の担当は、森川（つばさクリニック）
、溝手（済生会吉備病院）
、沼本（吉備高原医療リハビリテーション
センター）です。
尚、原稿を依頼される場合は、沼本（吉備高原医療リハビリテーションセンター）のメールアドレスまでお送り
ください。
締め切り 1 月 20 日（水）必着

沼本 （soudan@kibirihah.johas.go.jp）

役に立つ豆知識
回復期リハビリテーション病棟（2020 年診療報酬改定内容）について
発症後・手術後の早期に短期集中的なリハビリを開始することが ADL 等の改善に効果的であることを踏まえ、
改定前は「(例)発症後または手術後 2 か月以内に入棟する」ことが求められていました。しかし、この要件のため
に急性期病棟での治療等が長引いた脳血管疾患等の患者が、回復期リハビリテーション病棟に入棟できない、など
の弊害が生じていることから、発症・手術から入棟までの期間についての要件が削除されました。

