
第 71 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（東京大会） 

 

第７１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 

[第 4３回日本医療社会事業学会] 

 

開催趣意書 

 

 

大会テーマ：社会変動の中の医療ソーシャルワーカー 

～支援者としてかけがえのない存在であり続けるために～ 
 

会 期：2023年 6月 17日（土）～18日（日） 
 

会 場：TFTホール＋オンライン【ハイブリッド開催】 
 （〒135-0063 東京都江東区有明 3－4－10 TFTビル西館 2F） 

 

大会長：平田 和広 
 （上板橋病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会会長） 

 

大会Webサイト：https://procomu.jp/jaswhs2023/ 

 

  



第 71 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（東京大会） 

大会長挨拶 

 

 
貴社におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は医療ソーシャルワークの発展に格

別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、第 71 回日本医療ソーシャルワーカー協会全国大会・第 43

回日本医療社会事業学会を、2023年６月 17日～2023年６月 18日の２日間、TFTホールにて開催する運び

となりました。 

東京都医療ソーシャルワーカー協会は昭和 26年に医療・保健分野における社会福祉の発展に努めると共に、

医療ソーシャルワーカーの資質と専門技術の向上を図り、全ての人々の医療と福祉の増進に貢献することを目的

に設立されました。私達は主に医療機関や老人保健施設等に勤務し医師・看護師・理学療法士等と共に医療チ

ームの一員として患者さんとその家族へ相談や様々な援助を行っている医療ソーシャルワーカーの職能団体です。

医療ソーシャルワーカーは社会福祉の専門家として、患者さんに関わる経済的、社会的、心理的な悩みなどの相

談を受け、面接等を通して問題解決のお手伝いをしています。また、地域の医療・保健・福祉機関と連絡を取り合

い、社会復帰や在宅療養への準備等のお手伝いもしています。 

我々の知識と専門性の研鑽を積む貴重な機会として、毎年全国から 800～1,000 人規模の医療ソーシャルワ

ーカーが参加して全国大会を開催しております。 

新型コロナウイルス感染症が未だ終息しておらず、また異常気象と言えるような自然災害が頻発するようになっ

た昨今、社会は目まぐるしく変動しており、その中においても様々な場所、場面で多様な支援を必要としている方々

がおられます。地域共生社会を目指す我が国の方針の下、支援者としての原点を見つめ直し、今、そしてこれから

の時代に応える医療ソーシャルワーカーのあり方を考え、議論し、志向する機会にしたいと考えております。 

今回は新型コロナウイルス感染症等の感染予防の観点から集合とオンライン配信を併用して行う形式で企画

しております。本大会開催に当たり抄録集を発行し、当日の参加者はもちろん、ご後援下さる医療・福祉の関係団

体様へ漏れなくお渡しする予定です。抄録集には毎年開催地を中心に、多数の施設様・企業様より広告を掲載し

て頂いております。今年は抄録集への掲載の他、幕間でのスポット広告や大会ホームページのバナー広告も加え、

協賛広告掲載を募集する運びとなりました。つきましては、本大会並びに貴社の広告がより大きな成果を生むこと

が出来ます様に、本大会の主旨へご賛同頂き、貴社からの広告のご掲載を心よりお願い申し上げます。末筆なが

ら貴社の益々のご発展を心からお祈り申し上げます。 

 

 

第７１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 

 

大会長 平田 和広 

 

（上板橋病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会会長） 

  

  



第 71 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（東京大会） 

大会概要 

 

 
１．名 称 

第 71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（東京大会） 

【第 43回日本医療社会事業学会】 

 

２．大会テーマ 

社会変動の中の医療ソーシャルワーカー～支援者としてかけがえのない存在であり続けるために～ 

 

３．日 程 

2023年 6月 17日（土）～18日（日） 

 

４．大会長 平田 和広 

（上板橋病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会会長） 

 

５．主催 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 

一般社団法人東京都医療ソーシャルワーカー協会 

 

６．会 場 

TFTホール+オンライン【ハイブリット開催】 

住所：〒135-0063 東京都江東区有明 3-4-10 TFTビル西館 2F 

 

７．大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  

東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F 

TEL:03-5366-1057 / FAX:03-5366-1058 

E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

 

８．運営準備室 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 

東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9F 

TEL: 03-5520-8821 / FAX: 03-5520-8820 

E-mail：jaswhs2023@procom-i.co.jp 



第 71 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（東京大会） 

【広告募集要項（概要）】 
本大会において以下の広告を募集いたします。 

➀抄録広告 ②大会当日プログラム配信時のスポット広告 ③Webバナー広告 

 

＜➀抄録広告＞ 
１．募集内容 

1）表 4 A4 サイズ 1 頁 （１ 社） カラー印刷 ： 88,000 円（税込） 募集を終了しました。 

2）表 2 A4 サイズ 1 頁 （１ 社） カラー印刷 ： 77,000 円（税込） 募集を終了しました。 

3）表 3 A4 サイズ 1 頁 （1  社） カラー印刷 ： 66,000 円（税込） 募集を終了しました。 

４）後付 A4 サイズ 1/2 頁（10社）モノクロ印刷：22,000 円（税込） 

５）後付 A4 サイズ 1/4 頁 横（20社）モノクロ印刷：11,000 円（税込） 

※大会抄録集掲載（2023年 6月配布、作成部数：1,600部 抄録発行予算：880,000円） 

※A4版見開き 2頁印刷にも対応しております。ご希望者はその旨「ご要望欄」にご記入願います。 

 

２．申込締切日 

2023年 3月 31日（金） 

※申込み状況によっては、お申込みを受けられない場合もございます。あらかじめご承知ください。 

 

３．申込方法 

別紙「広告掲載申込書①抄録広告」にご記入のうえ、大会事務局へ FAXまたはメールにてお申し込みくださ

い。枠数超過などでご希望に添えない場合はご連絡いたします。 

 

４．申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F 

TEL：03-5366-1057 / FAX:03-5366-1058 

E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

 

５．版下/データ提出締切日 

2023年 4月 7日（金）必着  

 

６．版下／データ提出方法 

版下の場合は、印刷用として完全データをお送りください。 

また、確認用として「PDF」にした出力見本データも必ずご送付ください。 

  データの場合は、メールに添付にてご送付ください。 

 

７．版下／データ送付先 

運営準備室 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063  東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9F 

TEL：03-5520-8821 / FAX：03-5520-8820 

E-mail：jaswhs2023@procom-i.co.jp 



第 71 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（東京大会） 

＜②大会当日プログラム配信時のスポット広告＞ 
１．募集内容 

ライブ配信 スポット広告 10枠 352,000円（税込） ／ １枠 35,200円（税込） 

 

掲載内容：１回最長１分間×放映４回以上 

※大会会期中各プログラムの間に、1枠につき合計４回以上、広告の会場内放映、オンライン配信を 

予定しています。 

※広告スライドは 1枚（放映時間 15秒）から承ります。1枚でも料金は同じです。 

 

※大会ホームページにて、広告を掲出くださった施設（法人）名／企業名の掲載を予定しております。 

 

２．申込締切日 

2023年 4月 28日（金） 

※申込み状況によっては、お申込みを受けられない場合もございます。あらかじめご承知ください。 

 

３．申込方法 

別紙「広告掲載申込書②大会当日プログラム配信時のスポット広告」にご記入のうえ、大会事務局へ FAX 

またはメールにてお申し込みください。枠数超過などでご希望に添えない場合はご連絡いたします。 

 

４．申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F 

TEL：03-5366-1057 / FAX：03-5366-1058 

E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

 

５．データ提出締切日 

2023年 5月 8日（月）必着 

 

６．データ提出方法 

パワーポイントデータ（サイズ 16×9にて作成）または 1分以内の動画データ（MP4）でお送りください。 

 

７．データ送付先 

運営準備室 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063  東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9F 

TEL:：03-5520-8821 / FAX：03-5520-8820 

E-mail：jaswhs2023@procom-i.co.jp 

 

 

 

 

 



第 71 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（東京大会） 

＜③Webバナー広告＞ 
１．募集内容 

Webバナー広告 8社 176,000円（税込） ／ 1社 22,000円（税込） 

※Webサイト作成予算 180,000円 

 

 掲載内容：大会Webサイトの TOPページにバナー広告を掲載し、バナーをクリックすると貴社の 

ホームページにリンクします。 

 

掲載期間：2023年（入金が確認でき次第）～2023年 6月 18日（大会終了日） 

 

※内容やデザインについて、下記に該当するものはお取り扱いできません。 

  ・政治活動、宗教活動、個人宣伝に係るもの 

  ・当大会の準備、開催に支障となるおそれがあるもの 

  ・以上のほか、大会事務局が不適当と認めるもの 

 

２．申込締切日 

2023年 4月 28日（金） 

※申込み状況によっては、お申込みを受けられない場合もございます。予めご承知ください。 

 

３．申込方法 

別紙「広告掲載申込書③Webバナー広告」にご記入のうえ、大会事務局へ FAX またはメールにてお申し込み 

ください。枠数超過などでご希望に添えない場合はご連絡いたします。 

 

４．申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F 

TEL:03-5366-1057 / FAX:03-5366-1058 

E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

 

５．データ提出締切日 

2023年 5月 8日（月）必着 

 

６．データ提出方法 

バナーは、データサイズ幅 250×高 67px、画像形式 JPG または PNGにて作成してください。 

 

７．データ送付先 

運営準備室 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063  東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9F 

TEL: 03-5520-8821/FAX: 03-5520-8820 

E-mail：jaswhs2023@procom-i.co.jp 

 



第 71 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（東京大会） 

【寄付金募集要項（概要）】 
 

１．募金の名称 

第 71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（東京大会） 

 

２．募金の目的 

第 71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（東京大会）の開催 

 

３．寄付金の使途 

第 71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（東京大会）の準備及び運営の費用とする。 

 

４．寄付金 

一口 3,000円  

※口数の制限はありません。 

 

５．抄録集への掲載 

抄録集の「協賛・御礼」のページに、申込書「ご芳名または貴社名」に記載いただいた名称を掲載させて 

いただきます。 

 

６．募集期間 

2022年 12月 19日（月）～2022年 4月２8日（金） 

 

７．申込方法 

別紙「寄付申込書」にご記入のうえ、大会事務局へ FAX またはメールにてお申し込みください。 

詳細は申し込みをいただいた後に、直接ご担当者様に連絡いたします。 

 

８．申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F 

TEL:03-5366-1057 / FAX:03-5366-1058 

E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

 

 

  



第 71 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（東京大会） 

 

【広告及び寄付振込先】 

みずほ銀行（0001）四谷支店（036）普通預金 8094685 

口座名：公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 

 

※「広告掲載申込書」を確認後、請求書をお送りいたします。 

※銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

※振込手数料は貴社にてご負担願います。 



第 71 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（東京大会） 

FAX：03-5366-1058  E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F TEL:03-5366-1057 
 

申込期限 ： 2023年 3月 31日（金） 

申込日 年 月 日 

 

貴社名   印  
 

ご担当部署名    

 

ご担当者名    

 

住 所  〒  

 

電話番号   ＦＡＸ番号    

 

ご担当者 E-mail    

※住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 

※ご記入いただきました個人情報の内容に関しては、本大会ならびに日本医療ソーシャルワーカー協会のご案内以外には使用いたしません。 
 

■ お申込内容 ※該当する項目欄にレ印をご記入ください。（複数記入可） 

【抄録広告】 □表 4  1 頁 ：88,000 円（税込） 募集を終了しました。 

               □表 2  1 頁 ：77,000 円（税込） 募集を終了しました。 

               □表 3  1 頁 ：66,000 円（税込） 募集を終了しました。 

               □後付 1/2 頁：22,000 円（税込） 

               □後付 1/4 頁：11,000 円（税込） 

【入稿方法】 □版 下  □データ 

 

■振込予定日  20     年      月      日 

 

事務局欄 受付日 受付番号 備考 

ご要望等 

第 71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 

広告掲載申込書 ①抄録広告 



第 71 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（東京大会） 

FAX：03-5366-1058  E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F TEL:03-5366-1057 
 

申込期限 ： 2023年 4月 28日（金） 

 

申込日 年 月 日 

 

貴社名   印  
 

ご担当部署名    

 

ご担当者名    

 

住 所  〒  

 

電話番号   ＦＡＸ番号    

 

ご担当者 E-mail    

※住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 

※ご記入いただきました個人情報の内容に関しては、本大会ならびに日本医療ソーシャルワーカー協会のご案内以外には使用いたしません。 

 

■ お申込内容 ※該当する項目欄にご記入ください。 

プログラム配信時 スポット広告 

（会場スクリーン及び Zoom配信） 
35,200円（税込）／ 1枠        枠 

※応募多数の場合は、原則先着順とさせていただきます。 
 

■振込予定日  20     年      月      日 

 
 

事務局欄 受付日 受付番号 備考 

第 71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 

広告掲載申込書 ②大会当日プログラム配信時のスポット広告 

ご要望等 



第 71 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（東京大会） 

FAX：03-5366-1058  E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F TEL:03-5366-1057 
 

申込期限 ： 2023年 4月 28日（金） 

 

申込日 年 月 日 

 

貴社名   印  
 

ご担当部署名    

 

ご担当者名    

 

住 所  〒  

 

電話番号   ＦＡＸ番号    

 

ご担当者 E-mail    

※住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 

※ご記入いただきました個人情報の内容に関しては、本大会ならびに日本医療ソーシャルワーカー協会のご案内以外には使用いたしません。 

 

■ お申込内容  

Webバナー広告 

（大会ホームページ掲載） 
22,000円（税込） 1 社 

※応募多数の場合は、原則先着順とさせていただきます。 

 

■振込予定日  20     年      月      日 

 
 

事務局欄 受付日 受付番号 備考 

第 71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 

広告掲載申込書 ③Webバナー広告 

ご要望等 



第 71 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（東京大会） 

FAX：03-5366-1058  E-mail：jaswhc@d3.dion.ne.jp 

申込書送付先 

第 71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国 大会事務局 

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 組織運営部 

〒162-0065  東京都新宿区住吉町 8-20四谷ヂンゴビル 2F TEL:03-5366-1057 
 

申込期限 ： 2023年 4月 28日（金） 

第 71 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 

大会長 平田 和広  殿 

申込日 年 月 日 

 

ご芳名または貴社名   印  

 

ご担当部署名    

 

ご担当者名    

 

住 所  〒  

 

電話番号   ＦＡＸ番号    

 

ご担当者 E-mail    

 

第 71 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の趣旨に賛同し下記の通り寄付いたします 
 

記 

１．寄付金額      口 円 ※口数の制限はありません。 
 

２．振込予定日   年 月 日  

 

※ご記入いただきました個人情報の内容に関しては、本大会ならびに日本医療ソーシャルワーカー協会のご案内

以外には使用いたしません。 

 

事務局欄 受付日 受付番号 備考 

第 71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 

寄付申込書 



第 71 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（東京大会） 

第 71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  

運営チーム 
 

大 会 長  

平田 和広（上板橋病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 会長） 

 

運営委員  

村山 正道（大久野病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 副会長） 

髙橋 澄穂（江戸川区中央健康サポートセンター／東京都医療ソーシャルワーカー協会 副会長） 

冨士川 泰裕（康明会病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事） 

伊藤 正一（在宅医療助成 勇美記念財団／東京都医療ソーシャルワーカー協会 監事） 

田上 明（東京都医療ソーシャルワーカー協会 監事） 

石井 貴弥(練馬ゆめの木／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

井上 歩(河北総合病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

小菅 英樹(慈誠会若木原病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

駒ヶ嶺 さゆみ(豊島中央病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

佐藤 真弓(国分寺地域包括支援センターひかり／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

中辻 康博(豊島区医師会／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

原田 剛(新山手病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

平井 隼人(西東京中央総合病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

山本 明奈(東京労災病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 理事) 

内田 美沙子(田無病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 相談役) 

藤井 かおる(京葉病院／東京都医療ソーシャルワーカー協会 相談役) 

 

林 真紀（やわたメディカルセンター／日本医療ソーシャルワーカー協会 業務執行理事） 

保科 健（国家公務員共済組合連合会斗南病院／日本医療ソーシャルワーカー協会 理事） 

外山 史教（介護老人保健施設あかしや／日本医療ソーシャルワーカー協会 理事） 

樋渡 貴晴（刈谷豊田総合病院／日本医療ソーシャルワーカー協会 理事） 

島崎 智子（日本医療ソーシャルワーカー協会 事務局） 

（2022年 11月 1日現在） 


