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2022年度 研修予定

三重県医療ソーシャルワーカー協会では、会員の経験年数や、高めたい実践力や、知識別に会員が
共に学べる場を企画しています。

学生 １～３年目 ４～９年目 10年以上
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●基幹研修Ⅰ三重県版
（初任者研修）

◆専門基礎研修
MSWに必要な基礎知識・実践に活かせるSW理論・
面接技術とアセスメントなど、知識と技術のｽｷﾙｱｯﾌﾟ

スーパービジョン 基礎編

スーパービジョン 実践編

実践報告会
（事例研究・実践研究の方法）

★スキルアップセミナー

①基幹研修Ⅰ三重県版（初任者研修）
【概要】日本医療ソーシャルワーカー協会の基幹研修Ⅰのシラバスに基づく研修を開催

②専門基礎研修
【概要】MSWとして求められる実践力向上を目指した研修

③スキルアップセミナー
【概要】MSWとして知っておくべき知識、情報、その他隣接領域の理解を深める研修

④スーパービジョン
【概要】実践現場でのスーパービジョンの浸透、レベルアップを図るためのスーパーバイ

ザー養成やスーパービジョンに対して理解を深める
【対象】 全員または、スーパーバイザーの立場にある者（研修目的による）

⑤実践を言語化する意義と方法
【概要】ソーシャルワーク実践を言語化し発表するための必要性やその方法について理解を

深める研修。実践報告会に繋がっていく位置づけ。
【内容】実践を言語化する必要性、言語化する方法、発表の方法など実践的に学び、

「自分も発表してみよう」と思えるようになることを目指す研修



研修受講について

新型コロナ感染症による社会情勢において、新たな研修スタイルが生まれました。

当協会ではオンライン研修は、Zoomによるライブ配信と、一部研修はYouTubeによるオンデマン
ド配信で実施します。またオンライン申込みシステム「Peatix」を利用しています。

各研修の視聴は、Peatixでの申込み・事前入金確認後に「受講者専用イベント視聴ページ」にアク
セスできます。ZoomによるミーティングURL・ID・パスコードなどが掲載されます。

個人による画面録画や、動画・配布資料を第三者へ提供することは、固くお断りいたします

●運用方針とマニュアル

三重県医療ソーシャルワーカー協会ホームぺージで、以下を掲載しておりますのでご確認ください

オンライン研修受講マニュアル

https://drive.google.com/file/d/1ah6INg1hP-PacLlmEEJLiJsgHdEHnfeu/view?usp=sharing

オンライン研修セキュリティポリシー

プライバシーポリシー

●認定医療ソーシャルワーカー

当協会の研修で認定ポイントとあるものは、日本医療ソーシャルワーカー協会の認定医療ソーシャ
ルワーカー申請の際に必要なポイントをさします。詳細は日本医療ソーシャルワーカー協会のホー
ムページをご確認ください。

●認定社会福祉士

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をご確認ください。
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2022年度 研修一覧

開催日 内 容 講師
開催方法

8/6

（土）

★スキルアップセミナー

MSWと経営アウトカム
愛知県医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会

会長 小林哲朗 氏
オンライン

8/22

（月）

専門基礎研修・基幹研修Ⅰ（共催）

脳卒中と連携パス

藤田医科大学七栗記念病院
連携リハビリテーション講座

准教授 岡崎英人 氏
オンライン

9/3

（土）

★スキルアップセミナー

ファシリテーションスキル

社会構想大学院大学
実務教育研究科

教授 坂本文武 氏
オンライン

10/22

（土）

専門基礎研修

災害ソーシャルワーク研修
～ソーシャルワーカーによる被災者
支援と被災者心理の基礎的理解～

岩手県立大学
社会福祉学部 社会福祉学科

准教授 伊藤隆博 氏
未定

11/12

（土）
スーパービジョン研修

ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ名古屋
代表 浅野正嗣 氏

未定

12/3

（土）

専門基礎研修

記念講演

鈴鹿医療科学大学
保健衛生学部医療福祉学科

教授 松原 新 氏
未定

2023年
1/17

（火）

専門基礎研修・基幹研修Ⅰ（共催）

医学知識・在宅医療
みえ在宅医療クリニック

院長 門間文彦 氏
オンライン

2月 実践報告会 未定

※開催方法は、新型コロナ感染症の社会情勢をみて、オンライン、ハイブリッドなど随時検討していく

基幹研修Ⅰ【三重県版】 ※詳細は５p「2022年度基幹研修Ⅰ 三重県版」

1年を通して、医療ソーシャルワークの基礎を学びます

対象 入職１～3年目の方（アップデート・学びなおしも大歓迎）

開催日程 2022年6月4日（土）から2023年1月17日（火）まで

内容 （公）日本医療ソーシャルワーカー協会 「基幹研修Ⅰ」に基づく

方法
Zoomによるオンライン研修（オンデマンド配信あり）

一部 集合研修あり（新型コロナウイルス感染状況による）

その他の
セミナー 外国人患者対応支援セミナー

基礎編
実践編 4回に分けて開催予定

オンライン
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2022年度 基幹研修Ⅰ 三重県版

開催日時
対象
時間

講 義 内 容 講 師（敬称略）

2022/6/4（土）
9時受付

9時30分～12時

15

開講式

三重県MSW協会の概要と現任者教育体制 三重病院高村純子

45
日本における医療ソーシャルワークの成立と
課題

三重大学医学部附属病院
鈴木志保子

90 厚生労働行政の動向
佛教大学

社会福祉学部社会福祉学科
准教授長友薫輝

2022/6/7（火）
18時～19時40分

90 医療ソーシャルワークの価値と倫理
みえ川村老健

山田剛

2022/6/21（火）
18時～19時40分

90 社会保障制度とソーシャルワーク
三重大学医学部附属病院

鈴木志保子

2022/7/5（火）
18時～19時40分

90 医学知識 認知症
岡波総合病院

老人看護専門看護師市川智子

2022/7/19（火）
18時～19時40分

90 診療報酬とソーシャルワーク
小山田記念温泉病院

川口恵生

2022/8/2（火）
18時～19時40分

90 支援方法論 チーム医療と地域連携
鈴鹿回生病院
久保信裕

2022/8/22（月）
18時～19時40分

90
医学知識 脳卒中と連携パス
★専門基礎研修と共催

藤田医科大学七栗記念病院
連携リハビリテーション講座

准教授岡崎英人

2022/8/30（火）
18時～19時40分

90 医療ソーシャルワークと記録
藤田医科大学七栗記念病院

落合幸太朗

2022/9/10（土）
9時受付

9時30分～12時30分
180 医療における「家族の理解」 三重病院高村純子

2022/9/20（火）
18時～19時40分

90 医学知識 糖尿病
伊勢赤十字病院

糖尿病認定看護師山村真紀

2022/10/4（火）
18時～19時40分

90
事例検討の方法と実践の検証
（グループワークにてライブ開催のみ）

みえ川村老健山田剛

2022/10/22（土）
9時受付

9時30分～12時30分
180

支援方法論 ミクロ・メゾ
（自己理解、他者理解、コミュニケーション
スキル、面接技術）

岩手県立大学
社会福祉学部社会福祉学科

准教授伊藤隆博

2022/11/1（火）
18時～19時40分

90 生活機能障害とソーシャルワーク
伊勢赤十字老人保健施設虹の苑

脇海道友美

2022/11/15（火）
18時～19時40分

90 支援方法論 アセスメント
岩手県立大学

社会福祉学部社会福祉学科
准教授伊藤隆博

2022/11/29（火）
18時～19時40分

90 医学知識 がん
三重大学医学部附属病院

がん看護専門看護師堀口美穂

2022/12/20（火）
18時～19時40分

90 医学知識 緩和ケア
松阪市民病院

緩和ケア認定看護師萩原美紀

2023/1/10（火）
18時～19時40分

90
医学知識
アルコール関連問題とアディクション

市立四日市病院
兵倉香織

2023/1/17（火）
18時～19時40分

90
医学知識 在宅療養
★専門基礎研修と共催

みえ在宅医療クリニック
院長 門間文彦



専門基礎研修① 実践に役に立つ医学知識 脳卒中と連携パス

目 的

・MSWとして必要な医学知識について理解する
・病気が及ぼす社会的・心理的な影響について理解し、ソーシャルワーク実践に
生かせるようにする

・チーム医療の中でＭＳＷの機能・役割について認識し、他の職種に対し
ソーシャルワーク介入の有効性について自身の業務を示せるようになる

開催日 2022年8月22日（月）18：00～19：40

講 師 藤田医科大学病院七栗記念病院 連携リハビリテーション講座 岡崎 英人 氏

会 場 オンライン研修

受講費 会員：500円 非会員：1,000円

備 考 本研修は、「基幹研修Ⅰ（三重県版）」と併催

専門基礎研修② 災害ソーシャルワーク研修

目 的
毎年各地でおこる自然災害、また南海トラフ地震に備え、DMAT以外に災害時に活
躍する福祉の専門チームDWATの活動について、実際に活動している隊員等から、
災害時の被災者支援のあり方、MSWの業務・連携・知識を学びます

開催日 2022年10月22日（土）午後で調整中

講 師 岩手県立大学 社会福祉学部社会福祉学科 准教授 伊藤 隆博 氏

会 場 午後で調整中

受講費 会員：500円 非会員：1,000円

備 考

専門基礎研修③ 記念講演（仮）

目 的 記念講演

開催日 2022年12月3日（土） 未定

講 師 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部医療福祉学科 教授 松原 新 氏

会 場 未定

受講費 会員：500円 非会員：1,000円



スーパービジョン研修

目 的
スーパービジョンを深く知り、組織で働くスーパーバイザーとしての視点や
知識を高めます。

開催日 2022年11月12日（土） 調整中

講 師 ソーシャルワーカー・サポートセンター名古屋 浅野 正嗣 氏

会 場 未定

受講費 会員：500円 非会員：1,000円

専門基礎研修④ 実践に役に立つ医学知識 在宅医療

目 標
在宅医療に関する医学知識、地域連携、家族への支援のあり方など
日々在宅医療に取り組む医師より学び、地域包括ケアシステムの中での
支援のあり方、多職種・多機関連携について理解を深める

開催日 2023年１月17日（火）18:00～19：40

講 師 みえ在宅医療クリニック 院長 門間 文彦 氏

会 場 オンライン研修

受講費 会員：500円 非会員：1,000円

備 考 本研修は、「基幹研修Ⅰ（三重県版）」と併催。

スキルアップセミナー① MSW経営とアウトカム

目 的

貴院は地域連携部門に病院のエースを置いていますか。MSWは非採算部門、逆に
文系だからわかりません、という時代は終わりました。私たちは、SWの価値に基
づいた支援のもと、経営戦略の要としてその能力を発揮せねばなりません。「学校
では教えてくれない授業」です。まさに、ともに。スキルアップしましょう。

開催日 2022年８月6日（土）

講 師 前 愛知県医療ソーシャルワーカー協会会長 小林哲朗 氏

会 場 オンライン研修（予定）

受講費 会員：500円 非会員：1,000円



実践報告会

目 的
ソーシャルワーク実践を言語化し発表するための必要性やその方法について深める
実践を言語化する必要性、言語化する方法、発表の方法など実践的に学び、
「自分も発表してみよう」と思えるようになることを目指します

開催日 2023年 2月

会 場 未定

受講費 未定

スキルアップセミナー ファシリテーションスキル

目 的

院内・外での多職種カンファレンス。MSWがファシリテーターを任されることも
多いと思います。何をポイントに、どうに進行し、どのように課題や役割分担を明
示し有意義な会議とするのか。早速明日からの業務に生かせるファシリテータｰと
してのスキルを学びます。

開催日 2022年 10月22日（土） 午後

講 師 社会構想大学大学院大学 実務教育研究科 教授 坂本文武 氏

会 場 オンライン研修（予定）

受講費 会員500円 非会員1,000円

外国人患者対応セミナー「外国人医療を考える」

目 的
三重県は、外国人比率ランキング5位の県です。
特に医療現場における外国人への対応や留意点、また実際のケースからよりよい
支援を共に学び、多様な共生社会のありかたを考えます。

開催日

昨年の内容（参考）
第1回 基礎編 「外国人患者への対応方法と留意点」
第2回 実践編 「医療現場に役立つやさしい日本語」
第3回 実践編 「未収金発生防止及び医療費の回収方法 ケーススタディ」
第4回 実践編 「訪日外国人患者の救急医療 事例紹介とケーススタデイ」
第5回 実践編 「医療通訳を活用した外国人患者対応の実践

ｎ～対面通訳及び遠隔通訳（電話通訳）の体験」

会 場 オンライン研修

受講費 無料（募集人員 先着順。 詳細は三重県ホームページをご確認ください）

備 考
主催：三重県 共催：三重県医療ソーシャルワーカー協会
事業実施： 公益財団法人三重県国際交流財団
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