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当協会では会員の経験年数に応じて、以下の研修を実施しています。 

各研修受講者には、研修受講証書を発行します。 

 

●学生会員   ＞学生研修 

●会員・賛助会員＞ベーシック ：入職１～３年目 

         アドバンス ：入職４～６年目 

         エキスパート：入職７年目以上 

         グローバル ：入職年数を問わず 

研修対象を、以下のように設定しています。ご参照の上、参加申し込みをしてください。 

研修名称 学生研修 現任者研修 

経験年数 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10～ 

学生               

ベーシック               

アドバンス               

エキスパート               

グローバル               

学生研修…学生を対象とした研修 

学生が、医療ソーシャルワーカーの職業に興味関心が持てることや、この職業を志望する

学生が増えることを支援します。 

 

ベーシック研修…入職１～３年目を対象とした研修です。 

新任者養成研修となります。新任者の方は、MSWとしての仕事の基礎をこの研修で学びまし

ょう。 

 

アドバンス研修…入職４～６年目を対象とした研修です。 

ベーシック研修後、エキスパートになるためのさらに視野を広げた研修企画です。 

様々な仕事の広がりや地域との連携、役割、技術を学ぶことを目指します。 

 

エキスパート研修…入職７年目以上を対象とした研修です。 

ベーシック研修、アドバンス研修受講後の専門職としての技術の向上や管理業務、人材育

成、実習指導などについて学びます。 

 

グローバル研修…現任者全体を対象とした研修です。 

MSWを取り巻く様々なテーマや情勢を取り扱い、会員相互に学び合います。 

 

認定ポイント…認定医療社会福祉士を申請する際のポイントを意味します。 
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〇諸注意 

⚫ 内容、講師等はすべて予定です。変更が発生しましたら、随時、会報・ホームページ

（http://www.aichi-msw.or.jp/index.html）でご案内しますので、ご確認ください。 

⚫ 申し込み方法等の詳細は開催直近の会報・ホームページでご案内します。定員を超え

た際は受け付けできないことがありますので、お早めにお申し込みください。 

⚫ 受講費は全て会員向け価格を掲載しています。 

⚫ グローバル以外のカテゴリーの現任者研修については、原則対象とする経験年数の方

の受講を必須とします。但し、それ以外の経験年数の方も当該研修が想定する経験年

数をご理解頂いていれば受講できます。 

例：ベーシック研修 入職 1～3年目（必須）、それ以外の経験年数（推奨） 

⚫ 複数回開催でまとめて受講費を支払う必要がある研修の場合、受講費支払い後、一部

の回で欠席があってもその分の返金はできません。 

⚫ 全ての敬称を省略しています。 

⚫ 研修受講証書は、研修終了時に交付します。遅刻・早退のいずれかまたは合わせて 30

分以上の場合は研修受講証書を交付できません。但し、研修自体には参加できます。 

⚫ 認定医療社会福祉士に関する詳細は、日本医療社会福祉協会のホームページ

（http://www.jaswhs.or.jp/index.php）をご確認ください。 

⚫ 認定社会福祉士に関する詳細は、認定社会福祉士認証・認定機構のホームページ

（http://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

平成 30 年度 研修開催一覧 

No. 研修名称 開催日 

1 学生研修① ～MSWと所属機関見学会～ 平成 30年 8月～10月頃 

2 学生研修② ～MSWフェア～ 平成 31年 3月頃 

3 接遇研修＆新任者養成プレ研修 平成 30年 6 月 23日 

4 新任者養成研修① ～医療制度改革による MSWの業務、医療保険制度～ 平成 30年 10月 6日 

5 新任者養成研修② ～障害者・自立支援・医療証・特定・小慢・障害年金～ 平成 30年 10月 20日 

6 新任者養成研修③ ～面接技術～ 平成 30年 11月 10日 

7 新任者養成研修④ ～雇用保険・労災保険・傷病手当金・生活保護制度～ 平成 30年 11月 17日 

8 新任者養成研修⑤ ～退院相談のポイント・システム化、転院施設の相談～ 平成 30年 12月 1日 

9 新任者養成研修⑥ ～介護保険制度、在宅への退院援助～ 平成 30年 12月 15日 

10 新任者養成研修⑦ ～医療機関別専門知識～ 平成 31年 1 月 12日 

11 新任者養成研修⑧ ～身寄りのない人への援助、自己覚知～ 平成 31年 1 月 26日 

12 支援相談員基礎研修① ～支援相談員のポジショニング～ 平成 30年 12月 8日 

13 支援相談員基礎研修② ～支援相談員の面接技術～ 平成 31年 1 月 19日 

14 支援相談員基礎研修③ ～相談援助技術の実際～ 平成 31年 2 月 16日 

15 専門研修⑦ ～スーパービジョン研修～ 平成 30年 12月 日 

16 専門研修① ～チーム医療における役割と実際～ 平成 30年 4 月 8日 

17 専門研修② ～アドバンスケアプランニングと意向実現へのネットワーキング～ 平成 30年 5 月 20日 

18 専門研修③ ～意思決定支援と意向の明確化～ 平成 30年 6 月 24日 

19 専門研修④ ～臨床倫理的視点と合意形成～ 平成 30年 7 月 22日 

20 専門研修⑤ ～チーム医療における役割と実際～ 平成 30年 8 月 19日 

21 専門研修⑥ ～アドバンスケアプランニングと意向実現へのネットワーキング～ 平成 30年 9 月 16日 

22 
専門研修 意思決定支援：フォローアップ研修①～④ 

意思決定支援  

～支援の実際を共に深め、実践のパワーアップを目指そう！～ 

平成 30年 6 月 23日 

23 平成 30年 7 月 21日 

24 平成 30年 8 月 18日 

25 平成 30年 9 月 15日 

26 専門研修⑧ ～中堅・ベテランソーシャルワーカーのための面接技術～ 平成 31年 1または 2月 

27 平成 30年度診療報酬・介護報酬改定「後」研修会 平成 30年  5 月 25日 

28 退院支援研修① ～平成 30年度診療報酬・介護報酬 W改定～ 平成 30年 9 月 29日 

29 退院支援研修② ～MSWの価値をふまえた退院支援～ 平成 30年 11月 24日 

30 相互啓発研修 ～地域包括ケアへ MSWの参画と地域包括支援センターとの協働～ 平成 30年 7 月 28日 

 

 学生研修  ベーシック研修  アドバンス研修  エキスパート研修  グローバル研修 
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学生研修① 

日時 平成 30年 8月～10月頃 

場所 愛知県内数か所の病院と介護老人保健施設等 

対象 学生（主に大学 1・2年生） 

テーマ MSWと所属機関見学会 

研修内容 MSWや保健医療機関を知っていただく見学会です。 

受講費 無料 

講師 各病院・介護老人保健施設等の MSW 

 

学生研修② 

日時 平成 31年 3月頃 

場所 未定（名古屋市内を予定） 

対象 学生（学年不問） 

テーマ MSWフェア 

研修内容 現役の MSWが情報提供や就職相談等に応じます。 

受講費 未定 

講師 県内複数の機関の MSW 
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 ベーシック研修 

新任者オリエンテーション接遇研修＆新任者養成プレ研修 

日時 平成 30年 6月 23日（土）10：00～16：45 

場所 ウインクあいち 903会議室 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 入職１～３年目 

研修内容 愛知県医療ソーシャルワーカー協会：先輩からのメッセージ 

 新任者の研修に参加したことについてなど簡潔に紹介します。 

 講師：冨田 悠仁（公立陶生病院）他 

社会人としての基本的な接遇について 

 社会人としての基本的な接遇（名刺交換や席次など）を学びます。 

 講師：内田 明美（地域包括支援センター保見の里） 

社会人としての基本的な電話対応について 

 社会人としての基本的な電話対応の講義と実技を行います。 

 講師：安藤 真琴（名古屋第二赤十字病院） 

はじめての医療費相談 

 医療保険の基本を学びます。 

 講師：森下 祐一（愛知医科大学病院） 

はじめての介護保険 

 介護認定の申請など基本的な流れを学びます。 

 講師：外山 弘幸（江南厚生病院） 

受講費 2,000円 

認定ポイント 7ポイント（予定） 
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ベーシック研修 

新任者養成研修①～⑧ 

※全て受講を前提 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 新任者 前年度中途加入者 実務経験３年程度までの者 

受講費 16,000円（新任者養成研修①～⑧全受講で） 

 

ベーシック研修 

新任者養成研修① 

日時 平成 30年 10月 6日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 1204会議室 

テーマ 医療制度改革による MSWの業務（診療報酬・医療制度改革） 

研修内容 医療制度改革から退院援助に必要な社会的背景を学び、より広い視野で

業務を理解し実践につなげます。 

講師 榎本 伸一（名古屋第一赤十字病院） 

テーマ 医療費・生活相談－医療保険制度 

研修内容 保険とは何か、社会保険とは何か、医療保険とは何か？ 

高額療養費制度を中心に医療保険制度の給付について学びます。 

講師 佐藤 顕世（上飯田リハビリテーション病院） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 

 

ベーシック研修 

新任者養成研修② 

日時 平成 30年 10月 20日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 1104会議室 

テーマ 医療費・生活相談－障害者・自立支援・医療証・特定・小慢 

研修内容 障害者福祉に関する諸制度および各種医療費助成について 

講師 森下 祐一（愛知医科大学病院） 

テーマ 医療費・生活相談－障害年金 

研修内容 基礎的な知識の習得から実践（事例演習）まで行います。 

講師 永田 邦治（江南厚生病院） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 

 

 

 

 

 

 



8 

ベーシック研修 

新任者養成研修③ 

日時 平成 30年 11月 10日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 1204会議室 

テーマ 面接技術１・面接技術２ 

研修内容 面接は、クライエントへの意図的な関わりから支援を遂行するために重

要な技術・方法であり、支援過程ともなる対人援助職としての基礎にな

ります。ロールプレイ、グループワークを交えて学びます。 

講師 浅野 正友輝（トヨタ記念病院） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 

 

ベーシック研修 

新任者養成研修④ 

日時 平成 30年 11月 17日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 1104会議室 

テーマ 医療費・生活相談－雇用保険・労災保険・傷病手当金 

研修内容 傷病手当金の原則、雇用保険、労災保険の学びを深めます。 

講師 外山 弘幸（江南厚生病院） 

テーマ 医療費・生活相談－生活保護制度 

研修内容 最低生活費の計算等を交えて制度を学びます。より実践的に MSWとして

の活動ができるようになるための工夫を一緒に考えます。 

講師 森 健（名古屋第二赤十字病院） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 

 

ベーシック研修 

新任者養成研修⑤ 

日時 平成 30年 12月 1日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 1104会議室 

テーマ 退院援助－相談のポイントとシステム化 

退院援助－転院施設の相談 

研修内容 必要な視点・知識・方法等とシステム化について学びます。患者の状態

を的確にとらえ、患者・家族の思いを大事にしながら、病院や施設の機

能を理解して、療養先を見極めるための知識を深めます。 

講師 水野 大介（公立陶生病院） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 
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ベーシック研修 

新任者養成研修⑥ 

日時 平成 30年 12月 15日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 1204会議室 

テーマ 介護保険制度－現場で必要な介護保険の基礎知識 

研修内容 病院から退院する際に最も利用頻度の高い制度が「介護保険」です。現

場で役立つ基本的な知識を学びます。 

講師 安田 薫（海南病院） 

テーマ 退院援助－在宅 

研修内容 入院中の患者が在宅療養へ移行する際の基本的な流れを各段階でんお注

意点について確認します。DVDを用いてインテーク面接を再現し、退院

前カンファレンス、退院後の患者の状況を紹介します。 

講師 森 健（名古屋第二赤十字病院） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 

 

ベーシック研修 

新任者養成研修⑦ 

日時 平成 31年 1月 12日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 903会議室 

テーマ 医療機関機能別専門知識１～４ 

研修内容 様々な機関（回復期/地域包括/療養/緩和/老健）の機能を理解し、各領

域の MSWとして実践するための特性について学びます。各機関の MSWが

リレー講義します。 

講師 石川 真弓（メイトウホスピタル） 

高麗 彰子（刈谷豊田総合病院） 

未定   （        ） 

石川 将弘（星ヶ丘アメニティクラブ） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 
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ベーシック研修 

新任者養成研修⑧ 

日時 平成 31年 1月 26日（土）13：30～16：45 

場所 ウインクあいち 903会議室 

テーマ 身寄りのない人への援助 

研修内容 医療・福祉の現場では、従来の貧困・疾病に加え、人間関係の希薄化で

ある無縁社会が新たなキーワードとなりつつあります。具体的アプロー

チを紹介し、現場で求められる対応の実際を学びます。 

講師 林 祐介（大学専任講師） 

テーマ 自己覚知とは何か 社会福祉労働の二面性 

研修内容 自己覚知、社会福祉労働の二面性について学びます。 

講師 加藤 良子（大学非常勤講師） 

認定ポイント 4ポイント（予定） 
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ベーシック研修 

支援相談員基礎研修①～③ 

※全て受講を推奨 

対象機関 ① 介護老人保健施設 

② 全ての機関 

対象者 入職１～３年目 

 

ベーシック研修 

支援相談員基礎研修① 

日時 平成 30年 12月 8日（土）10：00～16：30 

場所 ウインクあいち 1107会議室 

テーマ 支援相談員のポジショニング 

研修内容 職場の中、利用者・家族との援助関係の中で、私（支援相談員）は何を

する人ですか？対人援助職としての基本的な視点、支援相談員としての

ポジショニングを講義&グループワーク形式で学びます。 

講師 片山 徹（日本福祉大学） 

受講費 3,000円 

認定ポイント 7ポイント（予定） 

 

ベーシック研修 

支援相談員基礎研修② 

日時 平成 31年 1月 19日（土）13：30～16：30 

場所 ウインクあいち 1107会議室 

テーマ 支援相談員の面接技術 

研修内容 面接技術の基本となる「傾聴」に焦点をあて、講義&グループワーク形式

で学びます。 

講師 加藤 良子（大学非常勤講師） 

受講費 2,000円 

認定ポイント 4ポイント（予定） 
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ベーシック研修 

支援相談員基礎研修③ 

日時 平成 31年 2月 16日（土）13：30～16：30 

場所 ウインクあいち 906会議室 

テーマ 相談援助技術の実際 

研修内容 具体的な事例を通して、一連の援助プロセスを可視化することで、具体

的なイメージ、支援ポイントを掴みます。さらに参加される皆さんと意

見交換を行うことで学びを深め、実践力を養う場とします。 

講師 介護保険関連研修委員 

受講費 2,000円 

認定ポイント 4ポイント（予定） 

 

アドバンス研修 

専門研修⑦ 

日時 平成 30年 12月中 13：30～16：40 予定 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ スーパービジョン研修 

研修内容 スーパービジョンを受けてみよう！という人たちのために、スーパービ

ジョンの基礎を学ぶ研修です。 

講師 尾張スーパービジョン研究会 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 入職４～６年目 

受講費 2,000円 

認定ポイント 4ポイント（予定） 
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エキスパート研修 

専門研修① 

日時 平成 30年 4月 8日（日）9：30～16：30 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 人生の最終段階の意思決定支援 Ⅲ 

  ～当事者の意向を中心にした支援の実際～ 

 チーム医療における役割と実際 

講師 田村 里子（WITH医療福祉研究所） 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 平成 29年度に同研修Ⅰ・Ⅱを受講した方 

受講費 10,000円（専門研修①②全受講で） 

認定ポイント 8ポイント（予定） 

 

エキスパート研修 

専門研修② 

日時 平成 30年 5月 20日（日）9：30～16：30 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 人生の最終段階の意思決定支援 Ⅳ 

  ～当事者の意向を中心にした支援の実際～ 

 アドバンスケアプランニングと意向実現へのネットワーキング 

講師 田村 里子（WITH医療福祉研究所） 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 平成 29年度に同研修Ⅰ・Ⅱを受講した方 

受講費 10,000円（専門研修①②全受講で） 

認定ポイント 8ポイント（予定） 
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エキスパート研修 

専門研修③～⑥ 

※全て受講を前提 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 入職７年目以上 

受講費 20,000円（専門研修③～⑥全受講で） 

 

エキスパート研修 

専門研修③ 

日時 平成 30年 6月 24日（日）9：30～16：30 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 人生の最終段階の意思決定支援 Ⅰ 

  ～当事者の意向を中心にした支援の実際～ 

 意思決定支援と意向の明確化 

講師 田村 里子（WITH医療福祉研究所） 

認定ポイント 8ポイント（予定） 

 

エキスパート研修 

専門研修④ 

日時 平成 30年 7月 22日（日）9：30～16：30 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 人生の最終段階の意思決定支援 Ⅱ 

  ～当事者の意向を中心にした支援の実際～ 

 臨床倫理的視点と合意形成 

講師 田村 里子（WITH医療福祉研究所） 

認定ポイント 8ポイント（予定） 

 

エキスパート研修 

専門研修⑤ 

日時 平成 30年 8月 19日（日）9：30～16：30 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 人生の最終段階の意思決定支援 Ⅲ 

  ～当事者の意向を中心にした支援の実際～ 

 チーム医療における役割と実際 

講師 田村 里子（WITH医療福祉研究所） 

認定ポイント 8ポイント（予定） 
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エキスパート研修 

専門研修⑥ 

日時 平成 30年 9月 16日（日）9：30～16：30 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 人生の最終段階の意思決定支援 Ⅳ 

  ～当事者の意向を中心にした支援の実際～ 

 アドバンスケアプランニングと意向実現へのネットワーキング 

講師 田村 里子（WITH医療福祉研究所） 

認定ポイント 8ポイント（予定） 

 

エキスパート研修 

専門研修 意思決定支援：フォローアップ研修①～④ 

日時 ① 平成 30年 6月 23日（土）13：30～16：40 

② 平成 30年 7月 21日（土）13：30～16：40 

③ 平成 30年 8月 18日（土）13：30～16：40 

④ 平成 30年 9月 15日（土）13：30～16：40 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 意思決定支援 

  ～支援の実際を共に深め、実践のパワーアップを目指そう！～ 

研修内容 意思決定支援におけるソーシャルワークをより深めるためのフォローア

ップ研修。「人生の最終段階の意思決定支援」で学んだ内容を臨床場面で

活用できるよう、実践レベルへの強固な架け橋を意図しています。 

講師 田村 里子（WITH医療福祉研究所） 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 意思決定支援のⅠ～Ⅳを受講した方で、①～④全てに参加可能な方優先 

受講費 各 3,000円 

認定ポイント 各４ポイント（予定） 
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エキスパート研修 

専門研修⑧ 

日時 平成 31年 1月または 2月（日）9：30～16：30予定 

場所 日本福祉大学名古屋キャンパス 

テーマ 中堅・ベテランソーシャルワーカーのための面接技術（フォローアップ

研修） 

研修内容 これまでに開催した「面接技術Ⅰ・Ⅱ」のフォローアップ研修です。ソ

ーシャルワークの理論とアプローチを実践の中で生かすために、講義で

の復習と演習での学びの場を提供します。 

講師 調整中 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 面接技術ⅠまたはⅡを受講した方 

受講費 3,500円 

認定ポイント 8ポイント（予定） 

 

グローバル研修 

協会企画研修 

日時 平成 30年 5月 25日（金）13：15～16：45 

場所 ウインクあいち 901会議室 

テーマ 平成 30年度診療報酬・介護報酬改定「後」研修会 

研修内容 1.診療報酬改定について：DVD映像（60分） 

2.介護報酬改定について：DVD映像（60分） 

3.講演 「診療報酬とソーシャルワーク」（60分） 

講師 西川 宜宏 （厚生労働省保険局医療課 課長補佐）  

賀登 浩章 （厚生労働省老健局老人保健課 薬事サービス専門官） 

岡村 紀宏 （日本医療社会福祉協会 業務執行理事）  

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 入職年数を問わず 

受講費 3,000円 

認定ポイント 4ポイント 
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グローバル研修 

退院支援研修① 

日時 平成 30年 9月 29日（土）13：30～16：40 

場所 ウインクあいち 1104会議室 

テーマ 平成 30年度診療報酬・介護報酬 W改定～医療・介護の連携を考える 

研修内容 【講義】 

診療報酬改定の解説 ～医療・介護連携を中心に～ 

介護報酬改定の解説     同上 

医療・介護連携の実践報告 

【グループワーク】 

講義、実践報告を踏まえ、お互いの現状や地域においてどのような役割

を担うのか話し合う 

講師 友松 裕子（名古屋記念病院） 加藤 圭子（ハートフルハウス） 

長尾 貴子（総合大雄会病院） 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 入職年数を問わず 

受講費 3,000円 

認定ポイント 4ポイント（予定） 

 

グローバル研修 

退院支援研修② 

日時 平成 30年 11月 24日（土）13：30～16：40 

場所 ウインクあいち 1204会議室 

テーマ MSWの価値をふまえた退院支援～困難事例を通して MSWの専門性を深め

よう～ 

研修内容 【講義】 

退院支援におけるソーシャルワークの価値・知識・技術 

医療福祉アセスメント 

【実践的事例検討】 

キーパーソン不在の患者や家族内に複雑な多問題が存在する等、解決が

難しいケースの退院支援 

講師 退院支援研修委員 

対象機関 全て（病院、診療所、老健、居宅介護支援、地域包括など） 

対象者 入職年数を問わず 

受講費 3,000円 

認定ポイント 4ポイント（予定） 
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グローバル研修 

相互啓発研修 

日時 平成 30年 7月 28日（土） 

場所 ウインクあいち 1102会議室 

テーマ 地域包括ケアへ MSWの参画と地域包括支援センターとの協働（仮） 

研修内容 急性期・回復期・地域包括・療養・老健、いずれであっても、医療機関

が地域づくりに参画することは、地域包括ケアシステムの強化において

とても重要です。MSWが参画するには包括支援センターを通じた参画が

効果的です。協働して地域課題を検討し、資源開発するまでの手順を学

びます。 

医療機関と包括支援センター双方に共通する課題や、協働事業の実例を

紹介します。同じ研修を受けることで、相互理解と協働のきっかけにで

きます。 

講師 末藤 和正（海南病院/弥富市地域包括支援センター） 

対象機関 未定 

対象者 入職年数を問わず 

受講費 2,000円 

認定ポイント 未定 
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