（一社）愛知県医療ソーシャルワーカー協会研修一覧
・・・参加者名簿有り
年度

平成22年度

開催日

時間

研修名

平成22年5月15日

10時00分～16時00分

現任者研修

平成22年6月26日

14時00分～17時00分

新任者研修１

平成22年7月10日

14時00分～16時00分

平成22年7月24日

テーマ
・対人援助職としてのポジショニング
「身体知と言語－対人援助技術を鍛える－」から学ぶ

2020年4月27日現在
講師
・対人援助トレーナー 奥川幸子氏

照会先

ポイント

介護保険関連研修委員会

6

・医療ソーシャルワーカーの業務と自己覚知
・クライエントとの関係をより良くするための接遇マナー

・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・大隈病院 早川初子氏

名簿なし

4

中堅研修１

・どうしてますか？介護支援連携指導料

・パネラー（病院部会、ケアマネジメント委員会）

名簿なし

2

14時00分～16時30分

基礎講座１

・家族を支援すること

・トヨタ記念病院

名簿なし

3

平成22年8月28日

14時00分～16時30分

基礎講座２

・認知症のリハビリテーションの実際

・星城大学 木村大介氏

名簿なし

3

平成22年9月25日

14時00分～16時30分

専門研修１

・発表するための「いろは」
～ソーシャルワーク実践の研究方法を学ぶ

・神戸学院大学 宮崎清恵氏

名簿なし

3

平成22年10月9日

13時30分～16時45分

初任者養成研修会①

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏

新任者養成研修委員会

4

・金城学院大学 浅野正嗣氏

介護保険関連研修委員会

7

・名古屋第二赤十字病院 服部由佳氏

新任者養成研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏

新任者養成研修委員会

4

・日本福祉大学 片山徹氏

介護保険関連研修委員会

3

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏

新任者養成研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏

新任者養成研修委員会

4

・介護老人保健施設みなと 山本悠二氏
・介護老人保健施設ジュゲム 森田友子氏

介護保険関連研修委員会

4

・大学非常勤講師 加藤良子氏

新任者養成研修委員会

4

・白山リハビリテーション病院 谷岡美穂氏
・さとう病院 林 倫代氏

新任者養成研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏

新任者養成研修委員会

4

名簿なし

2

平成22年10月16日 10時00分～16時30分

支援相談員基礎研修①

平成22年10月23日 13時30分～16時45分

初任者養成研修会②

平成22年11月13日 13時30分～16時45分

初任者養成研修会③

平成22年11月20日 14時00分～16時30分

支援相談員基礎研修②

平成22年11月27日 13時30分～16時45分

初任者養成研修会④

平成22年12月11日 13時30分～16時45分

初任者養成研修会⑤

平成22年12月18日 13時30分～16時30分
平成22年12月25日 13時30分～16時45分
平成23年1月8日

13時30分～16時45分

平成23年1月22日

13時30分～16時45分

平成23年1月29日

14時00分～16時00分

・医療制度改革によるＭＳＷの業務（診療報酬・医療制
度改革）
・医療費生活相談その１（医療保険制度一般、高額療養
費、限度額、委任、貸付）
・支援相談員のポジショニング
・医療費・生活相談その２（障害者、自立支援、医療証、
特定、小慢）
・医療費生活相談その３（障害年金）
・医療費・生活相談その４（傷病手当、雇用保険）
・医療費・生活相談その５（生活保護）
・面接技術の基礎知識
・介護保険制度（現場で必要な介護保険の基礎知識）
・退院援助その１（退院相談援助のポイントとシステム
化）
・退院援助その２（転院・施設の相談）
・退院援助その３（在宅療養への移行）

支援相談員基礎研修③ ・支援相談員の援助技術の実際 相談支援プロセス

・面接技術（１） 事例を基に応答技術を学ぶ
初任者養成研修会⑥
・面接技術（２） 事例を基にグループで考察する
・医療機関機能別専門知識その１（回復期リハビリテー
初任者養成研修会⑦ ション）
・医療機関機能別専門知識その２（療養型）
・自己覚知（感情と判断、ストレスへの対応、社会福祉労
初任者養成研修会⑧ 働の2面性他）
・意見交換（ＭＳＷにとって必要な養成は何か）
中堅研修２

・ＭＳＷとして譲れない一線
～退院調整看護師との協同から考える～

天野博之氏

パネラー（ＭＳＷ３名）

年度

開催日

時間

研修名

照会先

ポイント

名簿なし

2

・病院を出てから～ケースを考える退院後の生活と支援 ・三つ葉在宅クリニック 舩木良真氏

名簿なし

3

・医療ソーシャルワーカーの現状と初任者ワーカーに求
められるもの
・急性期・回復期・維持期各機関におけるワーカー業務
と連携

・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・東海市民病院 石橋義宏氏
・知多リハビリテーション病院 吉田綾子氏
・老人保健施設あゆちの郷 岩下祐生氏

名簿なし

2

・対人援助の諸相と援助者のポジショニング

・日本福祉大学中央福祉専門学校 長岩嘉文氏

名簿なし

2

・安城更生病院 加野貴久氏

名簿なし

2

・同朋大学 室田人志氏

名簿なし

2

・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏

新任者養成研修委員会

4

・医療費・生活相談その２（障害者、自立支援、医療証、
・名古屋第二赤十字病院 今村純子氏
初任者養成研修会② 特定、小慢）
・名古屋第二赤十字病院 服部由佳氏
・医療費・生活相談その３（障害年金）

新任者養成研修委員会

4

・金城学院大学 浅野正嗣氏
・名古屋第一赤十字病院 榎本伸一氏
・白山リハビリテーション病院 鈴木勇輝氏
・南陽病院 夛喜田泰明氏
・老健さとまち 古田高幸氏

介護保険関連研修委員会

7

名簿なし

2

平成23年3月12日

14時00分～16時00分

中堅研修３

平成23年3月27日

14時00分～16時30分

専門研修２

平成23年6月25日

14時30分～16時30分

新任者オリエンテーション

平成23年7月30日

14時30分～16時30分

基礎講座１

平成23年8月27日

14時30分～16時30分

基礎講座２

平成23年9月24日

14時30分～16時30分

平成23年10月8日

13時30分～16時45分

平成23年10月29日 13時30分～16時45分
平成23年11月5日

10時00分～16時30分

テーマ
・ＭＳＷとケアマネジャーの連携をどう考える？
～介護支援連携指導料をめぐる動向から～

・脳のしくみと諸具合のメカニズム－脳卒中を中心に－
・明日に生かす事例検討を深める方法
専門研修１
～ＳＷの実践力を高めるために～
・医療制度改革によるＭＳＷの業務（診療報酬・医療制
度改革）
初任者養成研修会①
・医療費・生活相談その１（医療保険制度一般、高額療
養費、限度額、委任、貸付）

支援相談員基礎研修① ・支援相談員のポジショニング

講師
パネラー（ＭＳＷ、ＣＭ）

平成23年11月12日 14時00分～16時00分

情報交換会

平成23年11月12日 13時30分～16時45分

初任者養成研修会③

・医療費・生活相談その４（傷病手当、雇用保険）
・医療費・生活相談その５（生活保護）

・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏

新任者養成研修委員会

4

平成23年11月26日 13時30分～16時45分

初任者養成研修会④

・退院援助その１（転院・施設の相談）
・退院援助その２（転院・施設の相談）

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏

新任者養成研修委員会

4

平成23年12月10日 13時30分～16時45分

初任者養成研修会⑤

・介護保険制度（現場で必要な介護保険の基礎知識）
・退院援助その３（在宅療養への移行援助）

・名古屋第二赤十字病院 森 健氏

新任者養成研修委員会

4

・日本福祉大学 片山徹氏

介護保険関連研修委員会

3

・大学非常勤講師 加藤良子氏

新任者養成研修委員会

4

・江南厚生病院 鈴木みどり氏
・さとう病院 林 倫代氏
・名南ふれあい病院 林 祐介氏
・老人保健施設みず里 小川和彦氏

新任者養成研修委員会

4

・星ヶ丘アメニティークラブ 石川将弘氏
・ヴィラかわな 熊谷知恵氏

介護保険関連研修委員会

4

・各機関のＭＳＷの役割

平成23年度

平成23年12月17日 14時00分～16時30分
平成23年12月24日 13時30分～16時45分

平成24年1月7日

13時30分～16時45分

平成24年1月21日

13時30分～16時30分

支援相談員基礎研修② ・面接技術の基礎知識
・面接技術（１） 事例を基に応答技術を学ぶ
初任者養成研修会⑥
・面接技術（２） 事例を基にグループで考察する
・医療機関機能別専門知識その１（緩和ケア）、
・医療機関機能別専門知識その２（療養型）、
初任者養成研修会⑦ ・医療機関機能別専門知識その３（回復期リハビリテー
ション）、
・医療機関機能別専門知識その４（老人保健施設）
支援相談員基礎研修③ ・支援相談員の援助技術の実際 相談支援プロセス

年度

開催日

時間

平成24年1月21日

13時30分～16時45分

平成24年3月31日

14時30分～16時00分

平成24年6月23日

14時00分～16時30分

平成24年7月28日

14時00分～16時30分

平成24年8月25日

14時00分～16時30分

平成24年9月22日

14時00分～16時30分

平成24年10月13日 13時30分～16時45分

平成24年10月27日 13時30分～16時45分

平成24年11月10日 13時30分～16時45分

平成24年11月17日 10時00分～16時30分
平成24年度 平成24年11月24日 13時30分～16時45分
平成24年12月8日

13時30分～16時45分

平成24年12月15日 14時00分～16時30分
平成24年12月22日 13時30分～16時45分

平成25年1月12日

13時30分～16時45分

平成25年1月19日

13時30分～16時30分

平成25年1月26日

14時00分～16時30分

研修名

照会先

ポイント

新任者養成研修委員会

4

研修部

2

名簿なし

3

名簿なし

3

名簿なし

3

名簿なし

3

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏

新任者養成研修委員会

4

・金城学院大学 浅野正嗣氏

介護保険関連研修委員会

7

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏

新任者養成研修委員会

4

・大学非常勤講師 加藤良子氏

新任者養成研修委員会

4

・日本福祉大学 片山徹氏

介護保険関連研修委員会

3

新任者養成研修委員会

4

・愛知県済生会リハビリテーション病院 早川勝
広氏
・西尾病院 高須雅人氏
・名古屋掖済会病院 早川典男氏
・老人保健施設ケア・サポート新茶屋 池田寛氏

新任者養成研修委員会

4

・あんず 埜嵜沙織氏
・あおみ 坂口邦彦氏

介護保険関連研修委員会

4

研修部

3

テーマ

講師

・自己覚知（感情と判断、ストレスへの対応、社会福祉労
初任者養成研修会⑧ 働の2面性他）、
・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・意見交換（ＭＳＷにとって必要な養成は何か）

専門研修２

・ＭＳＷが知っておきたい診療報酬、介護報酬Ｗ改定

・愛知県保険医協会 吉田孫之氏

・医療ソーシャルワーカーの現状と初任者ワーカーに求
められるもの
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏
・急性期・回復期・維持期各機関におけるワーカー業務
と連携
新任者研修2
・ソリューショントーク
・海南病院 佐藤和子氏 他6名
・金城学院大学・日本福祉大学非常勤講師
新任者研修3
・記録について
加藤良子氏
中堅者研修１
・同朋大学院 人間福祉研究科 室田人志氏
・事例検討の方法を学ぶ
・医療制度改革によるＭＳＷの業務（診療報酬・医療制
度改革）
・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
初任者養成研修会①
・医療費生活相談その１（医療保険制度一般、高額療養 ・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏
費、限度額、委任、貸付）
・医療費・生活相談その２（障害者、自立支援、医療証、
・名古屋第二赤十字病院 今村純子氏
初任者養成研修会② 特定、小慢）
・名古屋第二赤十字病院 服部由佳氏
・医療費・生活相談その３（障害年金）
新任者研修１

初任者養成研修会③

・医療費・生活相談その４（傷病手当、雇用保険）
・医療費・生活相談その５（生活保護）

支援相談員基礎研修① ・支援相談員のポジショニング

・退院援助その１（転院・施設の相談）
・退院援助その２（転院・施設の相談）
・面接技術（１） 事例を基に応答技術を学ぶ、
初任者養成研修会⑤
・面接技術（２） 事例を基にグループで考察する
支援相談員基礎研修② ・面接技術の基礎知識
・介護保険制度（現場で必要な介護保険の基礎知識）
初任者養成研修会⑥
・退院援助その３（在宅療養への移行援助）
初任者養成研修会④

・医療機関機能別専門知識その１（回復期）
・医療機関機能別専門知識その２（療養型）
初任者養成研修会⑦
・医療機関機能別専門知識その３（緩和ケア）
・医療機関機能別専門知識その４（老人保健施設）

支援相談員基礎研修③ ・支援相談員の援助技術の実際 「相談支援プロセス」

中堅者研修2

・研究発表の仕方

・名古屋第二赤十字病院 森

・白鷺病院（大阪） 藤田 譲氏

健氏

年度

開催日

時間

平成25年2月16日

13時30分～16時45分

平成25年3月23日

14時00分～16時30分

平成25年6月22日

13時30分～16時45分

平成25年7月27日

14時00分～16時30分

平成25年8月24日

13時30分～16時40分

平成25年9月28日

13時30分～16時40分

平成25年10月12日 13時30分～16時45分
平成25年10月26日 13時30分～16時45分
平成25年10月26日 13時30分～16時40分
平成25年度 平成25年11月9日 13時30分～16時45分
平成25年11月16日 10時00分～16時30分
平成25年11月23日 13時30分～16時45分
平成25年11月23日 9時30分～16時30分
平成25年12月7日

13時30分～16時45分

平成25年12月14日 14時00分～16時30分
平成25年12月21日 13時30分～16時45分

研修名

テーマ
・身寄りのない人への援助
・自己覚知（感情と判断、ストレスへの対応、社会福祉労
初任者養成研修会⑧
働の2面性他）
・意見交換（ＭＳＷにとって必要な養成は何か）
・人材育成の方法
中堅者研修3
－ソーシャルワーク・スーパービジョンの理論と実際－
・医療制度改革
新任者オリエンテーション ・電話対応・マナー
・グループワーク
専門研修①

何が求められている？私たちの業務管理

・医療制度改革
・地域包括ケアとMSW
・MSWと診療報酬
・介護報酬
・病院、施設の機能分化
・退院援助のシステム化
退院援助研修②
①急性期
②慢性期
・退院前カンファレンス
・医療制度改革によるMSWの業務
新任者養成①
・医療費・生活相談その１
・医療費・生活相談その２
新任者養成②
・医療費・生活相談その３
・医療福祉アセスメント
退院援助研修③
・実践的事例検討
・医療費・生活相談その４
新任者養成③
・医療費・生活相談その５
介護保険関連研修① ・支援相談員のポジショニング
・退院援助その１
新任者養成④
・退院援助その２
退院援助研修①

専門研修②

ソーシャルワークの価値、倫理を考える

・介護保険制度
・退院援助その３
介護保険関連研修② ・面接技術の基礎知識
新任者養成⑥
・面接技術（１）（２）
新任者養成⑤

平成26年1月11日

13時30分～16時45分

新任者養成⑦

平成26年2月15日

13時30分～16時45分

新任者養成⑧

平成26年2月22日

13時30分～16時30分

平成26年3月29日

13時30分～16時30分

医療機関機能別専門知識
その１～４
・身寄りのない人への援助
・自己覚知とは何か

介護保険関連研修③ ・援助技術の実際
研修理事企画研修

・診療報酬改定について学ぶ

照会先

ポイント

新任者養成研修委員会

4

名簿なし

3

新任者養成研修委員会

4

専門研修委員会

3

・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・ハートフルハウス 加藤圭子氏
・名古屋記念病院 友松裕子氏
・ハートフルハウス 加藤圭子氏

退院支援研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
・①名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
②名南ふれあい病院 林 祐介氏
・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏

退院支援研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏

新任者養成研修委員会

4

・金城学院大学教授 浅野正嗣氏

介護保険関連研修委員会

7

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏

新任者養成研修委員会

4

専門研修委員会

8

・名古屋第二赤十字病院 森 健氏

新任者養成研修委員会

4

・日本福祉大学教授 片山 徹氏
・大学非常勤講師 加藤良子氏

介護保険関連研修委員会

新任者養成研修委員会

3
4

・鵜飼リハビリテーション病院 河合秀樹氏
・刈谷豊田総合病院東分院 高麗彰子氏
・江南厚生病院 鈴木みどり氏
・星が丘アメニティクラブ 石川将弘氏

新任者養成研修委員会

4

・尾西病院 水野一也氏
・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏

新任者養成研修委員会

4

・同朋大学教授 室田人志氏

介護保険関連研修委員会

3

名簿なし

4

講師
・尾西病院 水野一也氏
・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・金城学院大学 浅野正嗣氏
・名城病院小林哲朗氏
・名古屋第二赤十字病院 安藤真琴氏
・江南厚生病院 野田智子氏
・安城厚生病院 前田美都里氏
・海南病院 嶋田和寛氏

・名古屋第二赤十字病院
・名古屋第二赤十字病院
・名古屋第二赤十字病院
・名古屋第二赤十字病院

黒木信之氏
山田優作氏
今村純子氏
服部由佳氏

・中部学院大学教授 川田誉音氏
・金城学院大学教授 浅野正嗣氏
・日本福祉大学教授 山口みほ氏

・スズケン 岡山幸司氏

年度

開催日

時間

研修名

テーマ
・社会人として基本的な接遇について
・社会人としての基本的な電話対応について

講師
・辻村外科病院 内田明美氏
・名古屋第二赤十字病院 安藤真琴氏

専門研修①

何が求められている？私たちの業務管理

・立正大学 保正友子氏

13時30分～16時40分

退院援助研修①

・医療制度改革と在宅医療連携推進事業
・地域包括ケアとMSW
・介護報酬とMSWに期待すること

・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・ハートフルハウス 加藤圭子氏

13時30分～16時40分

退院援助研修②

・病院、施設の機能分化
・退院援助で大事にしたいこと

平成26年6月28日

13時30分～16時45分

新任者オリエンテーション

平成26年7月26日

9時30分～16時30分

平成26年8月23日
平成26年9月27日

平成26年10月11日 13時30分～16時45分
平成26年10月25日 13時30分～16時45分
平成26年10月25日 13時30分～16時40分
平成26年度 平成26年11月8日

13時30分～16時45分

平成26年11月15日 10時00分～16時30分
平成26年11月22日 13時30分～16時45分
平成26年11月22日 13時30分～16時40分
平成26年12月6日

13時30分～16時45分

平成26年12月13日 14時00分～16時40分
平成26年12月13日 9時30分～16時30分
平成26年12月20日 13時30分～16時45分
平成27年1月10日

13時30分～16時45分

平成27年2月14日

13時30分～16時45分

平成27年2月21日
平成27年3月28日

14時00分～16時40分
13時30分～15時15分

・医療制度改革によるMSWの業務
・医療費・生活相談その１
・医療費・生活相談その２
新任者養成②
・医療費・生活相談その３
・医療福祉アセスメント
退院援助研修③
・実践的事例検討
・医療費・生活相談その４
新任者養成③
・医療費・生活相談その５
介護保険関連研修① ・支援相談員のポジショニング
・介護保険制度
新任者養成④
・退院援助その１
・MSWと診療報酬
退院援助研修④
・退院時カンファレンス
・退院援助その２
新任者養成⑤
・退院援助その３
介護保険関連研修② ・支援相談員の面接技術
専門研修②
中堅・ベテランMSWのための「面接技術」Ⅰ
新任者養成⑥
・面接技術（1）（2）
新任者養成①

新任者養成⑦

・医療機関機能別専門知識１～４
（回復期・療養型・緩和ケア・老人保健施設）

・身寄りのない人への援助
・自己覚知とは何か
介護保険関連研修③ ・支援相談員の援助技術の実際
研修理事企画研修 ・介護報酬改定について学ぶ
新任者養成⑧

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
・総合大雄会病院 長尾貴子氏
※ファシリテーター 5名
・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏
・名古屋第二赤十字病院 今村純子氏
・名古屋第二赤十字病院 服部由佳氏
・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏

照会先

ポイント

名簿なし

4

専門研修委員会

8

退院支援研修委員会

4

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

退院支援研修委員会

4

・江南厚生病院 外山弘幸氏
新任者養成研修委員会
・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏
・日本福祉大学中央福祉専門学校 長岩嘉文氏 介護保険関連研修委員会
・済世会リハビリテーション病院 山本祐樹氏
新任者養成研修委員会
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏
・名古屋記念病院 友松裕子氏
退院支援研修委員会
・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏

4
7
4
4

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏

新任者養成研修委員会

4

・日本福祉大学 片山 徹氏
・日本福祉大学 田中千枝子氏
・藤田保健衛生大学 浅野正友輝氏
･上飯田リハビリテーション病院 佐藤顕世氏
･刈谷豊田総合病院東分院 高麗彰子氏
･江南厚生病院 鈴木みどり氏
･中京病院付属老人保健施設 岩下拓生氏
・済世会リハビリテーション病院 早川勝弘氏
・名古屋第二赤十字病院 黒木信之氏
・同朋大学教授 室田人志氏
・スズケン 岡山幸司氏

介護保険関連研修委員会

新任者養成研修委員会

3
8
4

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

介護保険関連研修委員会

3
2

専門研修委員会

研修部

年度

開催日

時間

研修名

照会先

ポイント

名簿なし

4

専門研修委員会

8

退院援助研修①

・名古屋市医師会 在宅医療介護連携支援セン
・講義「医療制度改革、及び在宅医療連携拠点推進事
ター 黒木信之氏
業」
・かわな居宅介護支援事業所 高野雅子氏
・シンポジウム｢在宅医療連携拠点推進事業におけるＭ
・名古屋セントラル病院 山根唯氏
ＳＷの役割と課題｣
・津島市民病院 近藤剛弘氏

退院支援研修委員会

4

退院支援研修委員会

4

専門研修委員会

8

新任者養成研修委員会

4

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

・江南厚生病院 外山弘幸氏

新任者養成研修委員会

4

・日本福祉大学 準教授 片山 徹氏
・海南病院 安田 薫氏
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏
・在宅療養支援診療所三ツ葉在宅クリニック
舩木良真氏
・訪問看護ステーション愛 小林恵子氏
・あすわひのきケアプランセンター 下鶴紀之氏

介護保険関連研修委員会

7

新任者養成研修委員会

4

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

介護保険関連研修委員会

3

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

テーマ
・社会人として基本的な接遇について
・社会人としての基本的な電話対応について

講師
・辻村外科病院 内田明美氏
・名古屋第二赤十字病院 安藤真琴氏

専門研修①ー1

・中堅・ベテランMSWのための「面接技術」Ⅰ

・日本福祉大学 教授 田中千枝子氏

平成27年6月27日

13時30分～16時45分

新任者オリエンテーション

平成27年8月2日

9時30分～16時30分

平成27年8月22日

13時30分～16時40分

平成27年9月26日

13時30分～16時40分

退院援助研修②

・名古屋記念病院 友松裕子氏
・老人保健施設星ヶ丘アメニティクラブ
・講義「病院・施設の機能分化」
石川将弘氏
・シンポジウム「介護施設における医療提供の限界と地 ・特別養護老人ホーム南山の郷
域連携の在り方」
古川忠利氏
・有料老人ホームベネッセスタイルケア
大野里恵氏

平成27年9月27日

9時30分～16時30分

専門研修①ー2

・中堅・ベテランMSWのための「面接技術」Ⅰ

平成27年10月10日 13時30分～16時45分

新任者養成①

・医療制度改革によるMSWの業務
・医療費、生活相談その１

平成27年10月24日 13時30分～16時40分

退院援助研修③

・講義「平成27年度介護報酬改定」
・講義「医療福祉アセスメント」
・ワークショップ「実践的事例検討」

平成27年度 平成27年10月31日 13時30分～16時45分
平成27年11月7日

13時30分～16時45分

平成27年11月14日 10時00分～16時30分
平成27年11月14日 13時30分～16時45分
平成27年11月21日 13時30分～16時40分
平成27年12月5日

13時30分～16時45分

平成27年12月12日 14時00分～16時40分

・医療費・生活相談その２
・医療費・生活相談その３
・医療費・生活相談その４
新任者養成③
・医療費・生活相談その５
介護保険関連研修① ・支援相談員のポジショニング
・介護保険制度
新任者養成④
・退院援助その１
新任者養成②

退院援助研修④
新任者養成⑤

・講演・グループワーク「在宅医療(看取り)の現状と病
院･MSWに期待すること」
・退院援助その２
・退院援助その３

介護保険関連研修② ・面接技術の基礎知識

平成27年12月19日 13時30分～16時45分

新任者養成⑥

・面接技術（1）（2）

13時30分～16時45分

新任者養成⑦

・医療機関機能別専門知識１～４

平成28年1月9日

・日本福祉大学 教授 田中千枝子氏
・名古屋市医師会 在宅医療介護連携支援セン
ター 黒木信之氏
・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏
・新生会第一病院 山下純子氏
・名古屋市医師会 在宅医療介護連携支援セン
ター 黒木信之氏
・ハートフルハウス 加藤圭子氏
・名古屋第二赤十字病院 山田優作氏
・愛知医科大学病院 森下祐一氏

・江南厚生病院 外山弘幸氏
・日本福祉大学、金城学院大学
非常勤講師 加藤良子氏
・藤田保健衛生大学 浅野正友輝氏
・千秋病院（回復期） 森彩氏
・刈谷豊田総合病院東分院（療養)
高麗彰子氏
・藤田保健衛生大学病院(緩和ケア）
浅野正友輝氏
・中京病院付属老人保健施設(老健)
岩下拓生氏

年度

開催日

時間

平成28年1月23日

13時30分～16時45分

平成28年1月31日

9時30分～16時30分

平成28年2月20日

13時30分～16時45分

平成28年3月26日

14時30分～16時30分

平成28年6月25日

10時00分～16時45分

平成28年6月26日

9時30分～16時30分

新任者養成⑧
専門研修②

テーマ
・身寄りのない人への援助
・自己覚知とは何か

4

・診療報酬改定について学ぶ

・スズケン 岡山幸司氏

2

・先輩MSWからのメッセージ
・はじめての医療費相談
・はじめての介護保険相談
・社会人として基本的な接遇・電話対応について

・名南ふれあい病院 滝ひとみ氏
・藤田保健衛生大学病院 日野弘華氏
・海南病院 安田薫氏
・名城病院 浅井裕美氏
・名古屋第二赤十字病院 安藤真琴氏

新任者養成研修委員会

7

専門研修①

・中堅・ベテランMSWのための「面接技術Ⅰ」

・日本福祉大学 田中千枝子氏

専門研修委員会

8

・名古屋記念病院 友松裕子氏
・安城更正病院 前田美都里氏
・豊川市民病院 佐々木直子氏
・鵜飼リハビリテーション病院 河合秀樹氏

退院支援研修委員会

4

・日本福祉大学 田中千枝子氏

専門研修委員会

8

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

退院支援研修委員会

4

介護保険関連研修委員会

7

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

介護保険関連研修委員会

4

新任者オリエンテーション&接遇研修

9時30分～17時00分

専門研修②

・中堅・ベテランMSWのための「面接技術Ⅱ」

平成28年10月15日 10時00分～16時30分
平成28年10月29日 13時30分～16時45分
平成28年11月5日

13時30分～16時45分

平成28年11月12日 13時30分～16時45分

平成28年11月19日 13時30分～16時45分
平成28年11月19日 13時30分～16時30分

4

研修部

研修理事企画研修

平成28年8月28日

13時30分～16時45分

新任者養成研修委員会

8

退院援助①

平成28年10月8日

ポイント

専門研修委員会

13時30分～16時40分

13時30分～16時40分

照会先

介護保険関連研修委員会

平成28年8月27日

平成28年9月24日

講師
・稲沢厚生病院 水野一也氏
・名古屋市医師会 在宅医療介護連携支援セン
ター 黒木信之氏
・同朋大学 室田人志氏

・中堅・ベテランMSWのための「面接技術」Ⅱ

介護保険関連研修③ ・支援相談員の援助技術の実際

『どうしていますか？退院支援と仕組みつくり』
・講義「診療報酬改定と退院支援」
・実践報告ｰ退院支援の現状と課題ｰ
・病院機能別グループワーク
「他院の取り組みについて知り、自らの実践を考える」

平成28年10月15日 13時30分～16時40分

平成28年度

研修名

・日本福祉大学 山口みほ氏

『地域で活躍する専門職を知ろう！ー多職種連携の実 ・愛知県薬剤師会 地域医療部会常務理事
際ー』
鈴木弘子氏 (薬剤師）
・講義「在宅療養における活動の実際とMSWに対する期 ・愛知県歯科医師会 在宅歯科医療連携室
退院援助②
待」
三角洋美氏（歯科衛生士）
・グループワーク
・偕行会訪問看護ステーションきょうりつ
「多職種の在宅療養における活動から、今後の連携に
磯貝野英子氏(ＰＴ)
・名古屋市医師会
・医療制度改革によるMSWの業務
新任者養成研修①
在宅医療介護連携支援センター 黒木信之氏
・医療費、生活相談その１
・春日井市民病院 本多明美氏
『家に帰りたい思いを実現させる退院支援』
・講義「医療福祉アセスメント」
・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
退院援助③
・実践的事例検討会
・ハートフルハウス 加藤圭子氏
「誤嚥性肺炎を繰り返す高齢者に対する在宅への退院
支援」
介護保険関連研修① ・支援相談員のポジショニング
・日本福祉大学 準教授 片山 徹氏
・医療費・生活相談その２
・江南厚生病院 外山弘幸氏
新任者養成研修②
・医療費・生活相談その３
・愛知医科大学病院 森下祐一氏
・医療費・生活相談その４
・江南厚生病院 外山弘幸
新任者養成研修③
・医療費・生活相談その５
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏
『無関係ではいられない在宅医療・介護連携推進事業へ
・名古屋市医師会 在宅医療介護連携支援セン
のＭＳＷの関わり』
ター
・実践報告「在宅医療・介護連携支援センターの現状と
・高野雅子氏名古屋市医師会昭和区在宅医療・
展望」
退院援助④
介護連携支援センター
・講演「巻き込み・巻き込まれながら、ともに創造する地
・津島市民病院 近藤剛弘氏
域ケアのかたち～MSWも思いっきり巻き込まれてみよ
・長尾貴子氏 総合大雄会病院
う！～」
・宮崎 仁氏 宮崎医院・西尾幡豆郡医師会
・グループワーク
・藤田保健衛生大学病院
新任者養成研修④ ・面接技術（１）（２）
浅野正友輝氏
介護保険関連研修② 支援相談員の面接技術
・加藤良子氏（大学非常勤講師）

年度

開催日
平成28年12月3日

時間
13時30分～16時45分

平成28年12月10日 13時30分～16時30分
平成28年12月17日 13時30分～16時45分

研修名
新任者養成研修⑤

テーマ
・介護保険制度
・退院援助１

介護保険関連研修③ 相談援助技術の実際（事例検討）
新任者養成研修⑥

・退院援助２
・退院援助３

照会先

ポイント

新任者養成研修委員会

4

介護保険関連研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

専門研修委員会

8

研修部

2

新任者養成研修委員会

7

専門研修委員会

8

専門研修委員会

8

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

・名古屋第二赤十字病院 坂本理恵氏
・名南ふれあい病院 林祐介氏

退院支援研修委員会

4

・公立陶生病院 水野大介氏
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏

新任者養成研修委員会

4

講師
・海南病院 安田薫氏
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏
・刈谷豊田総合病院/金城学院大学
浅野正嗣氏
・江南厚生病院 外山弘幸氏

平成29年1月14日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑦

医療機関機能別専門知識
その１～４（回復期・療養型・緩和ケア・老健）

平成29年1月28日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑧

・身寄りのない人への援助
・自己覚知とは何か

・千秋病院（回復期）森 彩氏
・刈谷豊田総合病院（療養) 高麗彰子氏
・刈谷豊田総合病院(緩和ケア）樋渡貴晴氏
・老人保健施設星ヶ丘アメニティクラブ(老健)石川
将弘氏
・稲沢厚生病院 水野一也氏
・大学非常勤講師 加藤良子氏

平成29年1月28日

9時30分～17時00分

専門研修③

・中堅・ベテランMSWのための「面接技術Ⅱ」

・日本福祉大学 田中千枝子氏

平成29年3月25日

14時30分～16時30分

研修理事企画研修

2025年へのカウントダウン 地域医療構想と地域包括ケア ・国際医療福祉大学大学院 武藤正樹氏

平成29年6月24日

10時00分～16時45分

平成29年7月2日

9時30分～16時30分

専門研修①

人生の最終段階の意思決定支援Ⅰ

・名古屋共立病院 八田莉衣氏
・中部労災病院 福田恵里氏
・稲沢厚生病院 水野一也氏
・名城病院 浅井裕美氏
・名古屋第二赤十字病院 安藤真琴氏
・地域包括支援センター保見の里 内田明美氏
・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

平成29年8月6日

9時30分～16時30分

専門研修②

人生の最終段階の意思決定支援Ⅱ

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

・先輩MSWからのメッセージ
・はじめての医療費相談
新任者オリエン
・はじめての介護保険相談
テーション&接遇研修
・社会人として基本的な接遇
・電話対応について

平成29年9月30日

13時30分～16時40分

退院支援研修①

平成29年10月7日

13時30分～16時45分

新任者養成研修①

平成29年10月28日 13時30分～16時45分

新任者養成研修②

平成29年度 平成29年11月4日

13時30分～16時40分

平成29年11月11日 13時30分～16時45分

退院支援研修②

新任者養成研修③

『チームで行う退院支援の課題～退院支援看護師との
協働～』
・講義「退院支援の先を見据えた在宅療養支援」
・実践報告「チームで行う退院支援の課題～退院支援看
護師との協働」
①急性期
②回復期
・グループワーク「退院調整看護師との協働とMSWの専
門性」
・医療制度改革によるMSWの業務
・医療費・生活相談その１
・医療費・生活相談その２
・医療費・生活相談その３
『保証人不在者への退院支援』
・講義「退院支援における意思決定ポイント」
・講義「保証人不在者への退院支援
－押さえておきたいソーシャルワークの価値・知識・技術
－」
・実践的事例検討
「保証人不在者の意思を尊重した退院支援」
・医療費・生活相談その４
・医療費・生活相談その５

・江南厚生病院 野田智子氏
・藤田保健衛生大学病院 水野幸氏
・上飯田リハビリテーション病院 佐藤顕世氏

・名古屋第一赤十字病院
榎本 伸一氏
・上飯田リハビリテーション病院 佐藤 顕世氏
・江南厚生病院 永田邦治氏
・愛知医科大学病院 森下祐一氏

平成29年度

年度

開催日

時間

平成29年11月18日 13時30分～16時45分

研修名

講師

照会先

ポイント
4

新任者養成研修④

・面接技術（１）（２）

・藤田保健衛生大学病院 浅野正友輝氏

新任者養成研修委員会

・介護保険制度
・退院援助１

・海南病院 安田薫氏
・名古屋第二赤十字病院 森 健氏

新任者養成研修委員会

4

スーパーバイザー・スターターのためのスーパービジョン研修

・日本福祉大学 山口みほ氏

専門研修委員会

4

・退院援助２
・退院援助３

・江南厚生病院 外山弘幸氏

新任者養成研修委員会

4

・江南厚生病院（回復期・地域包括ケア） 外山弘
幸氏
・刈谷豊田総合病院（療養) 高麗彰子氏
・刈谷豊田総合病院(緩和ケア）樋渡貴晴氏
・老人保健施設星ヶ丘アメニティクラブ(老健)石川
将弘氏

新任者養成研修委員会

4

介護保険関連研修委員会

4

専門研修委員会

7

新任者養成研修委員会

4

研修部

2

平成29年12月2日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑤

平成29年12月9日

13時30分～17時00分

専門研修③

平成29年12月16日 13時30分～16時45分

テーマ

新任者養成研修⑥

平成30年1月13日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑦

医療機関機能別専門知識
１～４（回復期・療養型・緩和ケア・老健）

平成30年1月20日

13時30分～16時40分

介護保険関連研修

MSW・支援相談員・ケアマネジャーが知っておくべき新し
医療経済研究機構 服部真治氏
い総合事業最前線

平成30年1月27日

9時30分～16時00分

専門研修④

中堅・ベテランSWのための面接技術 ～フォローアップ研修～ ・日本福祉大学 田中千枝子氏

平成30年1月27日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑧

平成30年3月31日

14時30分～16時30分

研修部企画研修

平成30年4月8日

9時30分～16時30分

平成30年5月20日
平成30年5月25日

・身寄りのない人への援助
・自己覚知とは何か

・名南ふれあい病院 林祐介氏
・大学非常勤講師 加藤良子氏

平成30年度 診療報酬・介護報酬改定説明会

・㈱スズケン 岡山幸司氏

専門研修①

人生の最終段階の意思決定支援Ⅲ

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

8

9時30分～16時30分

専門研修②

人生の最終段階の意思決定支援Ⅳ

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

8

13時15分～16時45分

協会企画

平成30年度 診療報酬・介護報酬改定「後」研修会

・日本医療社会福祉協会 岡村紀宏氏

研修部

4

新任者養成研修委員会

7

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

4

人生の最終段階の意思決定支援Ⅰ

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

8

意思決定支援

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

4

人生の最終段階の意思決定支援Ⅱ

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

8

MSWの地域包括ケアへ参画と地域包括支援センター
との協働

・海南病院 末藤和正

機能分野別研修委員会

3

意思決定支援

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

4

人生の最終段階の意思決定支援Ⅲ

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

8

成年後見の利用促進に関わる制度概要の説明

・名古屋市成年後見センター

意思決定支援

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

4

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

8

平成30年6月23日

10時00分～16時45分

・公立陶生病院 冨田悠仁氏
・先輩MSWからのメッセージ
・稲沢厚生病院 桐山真歩氏
新任者オリエンテーショ ・はじめての医療費相談
・愛知医科大学病院 森下祐一氏
ン接遇研修&新任者養 ・はじめての介護保険相談
・江南厚生病院 外山弘幸氏
成プレ研修
・社会人として基本的な接遇（席次・名刺交換について）
・地域包括支援センター保見の里 内田明美氏
・社会人としての基本的な電話対応について
・名古屋第二赤十字病院 安藤真琴氏

平成30年6月23日

13時30分～16時40分

専門研修 フォローアップ研修 ①

平成30年6月24日

9時30分～16時30分

平成30年7月21日

13時30分～16時40分

平成30年7月22日

9時30分～16時30分

専門研修③
専門研修 フォローアップ研修 ②

専門研修④

平成30年7月28日

13時00分～16時00分

相互啓発研修

平成30年8月18日

13時30分～16時40分

専門研修 フォローアップ研修 ③

平成30年8月19日

9時30分～16時30分

専門研修⑤

平成30年9月12日

19時00分～20時30分

ブロック合同研修

平成30年9月15日

13時30分～16時40分

専門研修 フォローアップ研修 ④

平成30年9月16日

9時30分～16時30分

専門研修⑥

意思決定支援

フォローアップ研修①

フォローアップ研修②

フォローアップ研修③

フォローアップ研修④

人生の最終段階の意思決定支援Ⅳ

2

年度

開催日

時間

研修名

テーマ
平成30年診療報酬･介護報酬W改定～医療・介護の連
携
を考える

講師
名古屋記念病院 友松 裕子 氏
ハートフルハウス 加藤 圭子 氏
総合大雄会病院 長尾 貴子 氏

照会先

ポイント

退院支援研修委員会

4

平成30年9月29日

13時30分～16時40分

退院支援研修①

平成30年10月6日

13時30分～16時45分

新任者養成研修①

・医療制度改革によるMSWの業務
（診療報酬・医療制度改革）
・医療費・生活相談 ～医療保険制度

・名古屋第一赤十字病院 榎本伸一
・上飯田リハビリテーション病院 佐藤顕世

新任者養成研修委員会

4

平成30年10月20日 13時30分～16時45分

新任者養成研修②

・医療費・生活相談
～障がい者・自立支援・医療証・特定・小慢
・医療費・生活相談 ～障害年金

・愛知医科大学病院 森下祐一
・江南厚生病院 永田邦治

新任者養成研修委員会

4

平成30年11月10日 13時30分～16時45分

新任者養成研修③

・トヨタ記念病院 浅野正友輝

新任者養成研修委員会

4

平成30年11月17日 13時30分～16時45分

新任者養成研修④

・江南厚生病院 外山弘幸
・名古屋第二赤十字病院 森健

新任者養成研修委員会

4

平成30年11月24日 13時30分～16時40分

退院支援研修②

・退院支援研修委員

退院支援研修委員会

4

専門研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

介護保険関連研修委員会

7

新任者養成研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

・大学非常勤講師 加藤良子

介護保険関連研修委員会

4

・身寄りのない人への援助
・自己覚知とは何か 社会福祉労働の二面性

・大学専任講師 林祐介
・大学非常勤講師 加藤良子

新任者養成研修委員会

4

医療ソーシャルワーカーによる意思決定支援の射的

・国立長寿医療研究センター三浦久幸氏
・熊田法律事務所 弁護士 熊田 均氏
・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

研修部

8

介護保険関連研修委員会

4

専門研修委員会

4

平成30年度

平成30年12月1日

13時30分～16時45分

専門研修⑦

平成30年12月1日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑤

平成30年12月8日

10時00分～16時30分

支援相談員研修①

平成30年12月15日 13時30分～16時45分

新任者養成研修⑥

平成31年1月12日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑦

平成31年1月19日

13時30分～16時30分

・面接技術1・面接技術2
・医療費・生活相談
～雇用保険・労災保険・傷病手当金
・医療費・生活相談 ～生活保護制度
・MSWの価値をふまえた退院支援
～困難事例を通してMSWの専門性を高めよう

・スーパービジョン研修
～スーパービジョンを始めよう！バイジーに必要な知識
・尾張スーパービジョン研究会
と
心構え～
・退院援助 ～相談のポイントとシステム化
・公立陶生病院 水野大介
・退院援助 ～転院施設の相談
・支援相談員のポジショニング

・介護保険制度 ～現場で必要な介護保険の基礎知識 ・海南病院 安田薫
・退院援助 ～在宅
・名古屋第二赤十字病院 森健
・メイトウホスピタル 石川真弓
・刈谷豊田総合病院 高麗彰子
・医療機関機能別専門知識１～４
・豊橋医療センター 大庭ちひろ
・星ヶ丘アメニティクラブ 石川将弘

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26日

13時30分～16時45分

新任者養成研修⑧

平成31年2月9日

9時30分～16時45分

研修部企画研修

平成31年2月16日

13時30分～16時30分

平成31年2月23日

9時30分～16時00分

支援相談員基礎研修③ ・相談援助技術の実際

専門研修⑧

・日本福祉大学 片山徹

・中堅・ベテランソーシャルワーカーのための面接技術

・介護保険関連研修委員
・日本福祉大学 田中千枝子

年度

2019年度

開催日

時間

研修名

2019年6月15日

13時30分～16時30分

専門研修⑤

2019年6月16日

9時30分～16時30分

専門研修①

照会先

ポイント

専門研修委員会

4

専門研修委員会

8

新任者養成研修委員会

7

専門研修委員会

4

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

専門研修委員会

8

～支援の実際を共に深め、
・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏
実践のパワーアップを目指そう！～

専門研修委員会

4

専門研修委員会

8

機能分野別

2

退院支援研修委員会

4

新任者養成研修委員会

4

研修部

2

テーマ
講師
～支援の実際を共に深め、
・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏
実践のパワーアップを目指そう！～

・意思決定支援

・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」

・先輩からのメッセージ
新任者オリエンテーショ ・社会人としての基本的な接遇について
ン接遇研修&新任者養 ・社会人としての基本的な電話対応について
成プレ研修
・はじめての医療費相談
・はじめての介護保険相談

2019年6月22日

10時00分～16時45分

2019年7月6日

13時30分～16時30分

専門研修⑥

2019年7月7日

9時30分～16時30分

専門研修②

2019年9月7日

13時30分～16時30分

専門研修⑦

2019年9月8日

9時30分～16時30分

専門研修③

2019年9月13日

14時00分～16時00分

相互啓発研修

2019年9月21日

13時30分～16時40分

退院支援研修①

2019年10月5日

13時00分～16時45分

新任者養成研修①

・公立陶生病院 冨田悠仁氏
・愛知医科大学病院 森下祐一氏
・江南厚生病院 外山弘幸氏
・地域包括支援センター保見の里 内田明美氏
・名古屋第二赤十字病院 安藤真琴氏

・意思決定支援

～支援の実際を共に深め、
・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏
実践のパワーアップを目指そう！～

・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」
意思決定支援

・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」

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

災害医療ソーシャルワーク

・愛知県医務課救急・周産期・災害グループ

更新しておこう！
病院・施設の機能分化と退院支援の大切なこと

・名古屋掖済会病院 林本 隆幸 氏
・JA愛知厚生連足助病院 名取 彩実 氏
・介護老人保健施設 星ヶ丘アメニティクラブ
将弘 氏
・南山の郷 古川 忠利 氏

・医療制度改革によるMSWの業務
（診療報酬・医療制度改革）
・医療費・生活相談 ～医療保険制度

・名古屋第一赤十字病院 榎本伸一 氏
・上飯田リハビリテーション病院 佐藤顕代 氏

名古屋市における在宅医療・介護連携ガイドライン活
用のための研修会

・古⼭医院 古⼭明夫 氏
・名古屋第⼀⾚⼗字病院 榎本伸⼀ ⽒
・訪問看護ステーションこあ 古橋聡⼦ ⽒
・居宅介護⽀援ハートサービス近藤 近藤芳江⽒

・医療費・生活相談
～障がい者・自立支援・医療証・特定・小慢
・医療費・生活相談 ～障害年金

・愛知医科大学病院 森下祐一 氏
・江南厚生病院 永田邦治 氏

新任者養成研修委員会

4

・日本福祉大学 片山徹 氏

介護保険関連研修委員
会

7

専門研修委員会

4

2019年10月11日

19時00分～20時30分

ブロック合同研修

2019年10月19日

13時00分～16時45分

新任者養成研修②

2019年10月26日

10時00分～16時３０分 支援相談員基礎研修① ・支援相談員のポジショニング

2019年10月26日

13時30分～16時30分

専門研修⑧

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

意思決定支援 ～支援の実際を共に深め、実践のパ
・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏
ワーアップを目指そう！～

石川

年度

開催日

時間

研修名

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

照会先

ポイント

専門研修委員会

8

2019年10月27日

9時30分～16時30分

専門研修④

2019年11月9日

13時00分～16時45分

新任者養成研修③

・面接技術1・面接技術2

・愛知県立大学准教授 大賀有記 氏

新任者養成研修委員会

4

2019年11月16日

13時00分～16時45分

新任者養成研修④

・介護保険制度
・医療費・生活相談

・海南病院 安田薫 氏
・名古屋第二赤十字病院 森健 氏

新任者養成研修委員会

4

2019年11月30日

13時30分～16時30分

・大学非常勤講師 加藤良子 氏

介護保険関連研修委員
会

4

2019年11月30日

13時30分～16時30分

専門研修⑨

専門研修委員会

4

2019年12月7日

13時30分～16時40分

退院支援研修②

退院支援研修委員会

4

2019年12月7日

13時00分～16時45分

新任者養成研修⑤

新任者養成研修委員会

4

2019年12月14日

13時30分～16時30分

介護保険関連研修委員
会

4

2019年12月14日

13時30分～16時３０分

三役企画研修②

研修部

4

2019年12月21日

13時00分～16時45分

新任者養成研修委員会

4

2020年1月11日

新任者養成研修委員会

4

2020年1月25日

新任者養成研修委員会

4

～生活保護制度

支援相談員基礎研修② ・支援相談員の面接技術

・WITH医療福祉実践研究所 田村里子氏

・脳卒中の両立支援におけるソーシャルワーカーの
・広島文化学園大学 大塚文 氏
役割
・MSWとして外せない！
・MSWとして外せない！
退院困難な方への支援～保証人不在者を中心
退院困難な方への支援～保証人不在者を中心に～
に～
・退院援助 ～相談のポイントとシステム化
・公立陶生病院 水野大介 氏
・退院援助 ～転院施設の相談

支援相談員基礎研修③ ・相談援助技術の実際

・介護保険関連研修委員

・医療ソーシャルワーカーにとっての実践研究の意義
はじめてみよう！実践研究

・日本福祉大学

新任者養成研修⑥

・医学知識
・退院援助

・上飯田リハビリテーション病院 伊藤慶一 氏
・名古屋第二赤十字病院 森健 氏

13時00分～16時45分

新任者養成研修⑦

・医療機関機能別専門知識１～４

13時00分～16時45分

新任者養成研修⑧

・身寄りのない人への援助
・自己覚知

～在宅

保正友子

・メイトウホスピタル 石川真弓 氏
・刈谷豊田総合病院 高麗彰子 氏
・星ヶ丘アメニティクラブ 石川将弘 氏
・愛知国際病院 眞能加奈子 氏
・大学専任講師 林祐介
・大学非常勤講師 加藤良子

