


2022年度研修予定

はじめに

入退院支援加算の創設を期に医療機関での社会福祉士の採用が増加し、10年前は1～2名程度の人員配置の医療機関が多

くを占めていましたが、現在では5名以上の体制のソーシャルワーカー部門を有する医療機関も珍しくなくなってきました。

このような流れの中で、ソーシャルワーカーとしての専門的価値・倫理を持ち、質の高い援助を提供するための現任者育成

が喫緊の課題となっています。

そこで2022年度当協会では、初任者から中堅対象向けの研修、中堅からベテラン対象の研修の充実を図りました。

【初任者から中堅対象の研修】

まず、初任者から中堅対象の研修として、医療ソーシャルワーカーとしての基礎的な実践力と支援の質の向上を目指し、

日本医療ソーシャルワーカー協会の基幹研修Ⅰのシラバスに準拠してその一部の講義を抜粋したプログラムで実施します。

岩手県をリードするベテランMSWを講師陣として招き、実践的かつ質の高い研修を提供致します。

本研修は全9回講義で構成され、医療ソーシャルワーカーとして専門性の高い支援を実現する上で必要不可欠な項目を網羅

しています。1年目～3年目の初任者はもちろん、10年未満の中堅の方々も自身に実践を振り返り、ブラッシュアップする

機会としてぜひご参加ください。

【中堅からベテラン対象の研修】

中堅からベテラン期のMSWは、現場で求められている役割として新人教育やスーパービジョン、組織のマネジメントと

いった患者・家族への直接支援にプラスアルファの役割を担う年代になります。そのことを考慮し、各所属機関における

スーパービジョン体制の構築やスーパービジョンの知識・技術の習得をめざした研修を実施します。これからスーパービ

ジョンを担う方、現にスーパービジョンを現場で展開されている方、どちらの立場でも実り多く、新たな気付きが得られる

研修となります。

次に実習指導者向け研修です。令和3年度より始まった社会福祉士の新カリキュラムについては実習時間が180時間から

240時間・2か所以上となるなど、大きな変化がありました。今後、新カリキュラムでの実習が開始されますので、本年度

は岩手県社会福祉士会と共催という形で実習指導者研修を2回実施します。第1回目は、県内の養成校の社会福祉士実習の

概要・狙いについて各養成校から情報提供をいただき、実習プログラムの構築や実習指導をどのように行っていくかについ

て情報交換します。第2回目は、具体的な実習プログラムの検討を通して自身の所属機関でどのような実習ができるかにつ

いて具体的に検討する機会とします。

ソーシャルワーカーのレベルを高めるのは他ならぬソーシャルワーカーです。スーパーバイザー同士が学び合い、「良い

スーパービジョンとは何か」をお互いに追い求めていくことで、個々の医療機関、そして地域全体のソーシャルワーカーの

レベルが向上すると考えます。

これらの研修に加えて全年代を対象とした一般研修では、 「在宅医療とソーシャルワーク」 や「意思決定支援とMSWの

関わり」を、3団体合同研修では「身寄りのない方への伴走型ソーシャルワーク」テーマとして、バランスよく配置するこ

とで、岩手県全体の医療ソーシャルワーカーの資質向上を図っていきたいと考えています。

さいごに、本年度の研修は基本的にオンライン研修となっています。参加申し込み者には、研修内容を録画しYouTube

での見逃し配信、オンデマンド配信を実施（一部対象外の研修あり）します。研修当日の都合がつかない方も、ぜひ研修に

はお申込みいただいてオンデマンド配信で学びを深めましょう。

教育研修部 一同



研修の開催方法・研修参加申し込みについて

【研修の開催方法】

本年度の研修は一部、新型コロナウイルスの情勢が許せば直接対面での実施を検討しているものもありますが、基本的に

オンライン研修となっています。

オンライン研修の開催方式

・ライブ参加

Web会議システムのZOOMを使用します。

参加の際にはカメラとマイクをご用意いただくか、カメラとマイクのあるPCでご参加ください。

タブレットでの参加も可能ですが、スマートフォンは画面が小さいためあまりお勧めはできません。

・オンデマンド視聴

研修は動画記録を残しますので、研修終了後はYouTube で見逃し配信が視聴可能です。

研修当日の参加が難しい場合は、 YouTube での見逃し配信のみを視聴することも可能です。

※ YouTube での見逃し配信のみを視聴する場合は研修参加申込が必要です。

※動画は一定期間、何度でも視聴することが可能です。

※動画配信期間中は研修が終了していてもオンデマンド視聴申込が可能です。

※一部、演習主体の研修はライブ参加のみとなり、YouTube での見逃し配信はありません。

オンデマンド視聴は、研修終了後２か月間何度でも視聴可能です。

医療ソーシャルワーク基礎研修は、研修終了後 から2023年3月末まで何度でも視聴可能です。

【研修参加申し込み方法】

研修の申し込みは、一部他団体との共催の研修を除き、イベント情報サイトの「Peatix」（https://peatix.com/?lang=ja）

から行っていただきます。

Peatixのアカウント登録時・申込時のアンケートに記載頂くメールアドレスは、できるだけ個人のメールアドレスで土日

祝でも確認ができるものを登録ください。

研修の受付を開始しましたら、メールにて皆様にお知らせをいたします。

【受講証明書について】

研修にご参加いただいた方には、認定医療ソーシャルワーカーの研修ポイントを記載した受講証明書を発行いたします。

なお、当日参加が難しく、オンデマンド視聴（ YouTube での見逃し配信）のみの場合は、受講確認としてレポートを提出

していただく必要があります。

動画（YouTube等 のURL含む）・配布資料を第三者へ提供することは禁止します。



2022年度研修予定

日 程 区分 内 容 時間 講 師 会 場

6月11日（土） その他
令和4年度総会 記念講演

「今伝えておきたい6つのこと」
60分

岩手医科大学附属病院
青木 慎也

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

7月23日（土） その他
●3団体研修
「身寄りのない方への伴走型ソーシャルワーク」
～重層的支援体制を考える～

未定

盛岡市地域福祉課
福士 康太

盛岡市社協生活支援課
熊谷 良治

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ）

8月26日（金） 基礎
●医療ソーシャルワーク基礎研修
①岩手県ＭＳＷ協会の概要と現任教育体制
②日本における医療ソーシャルワークの成立と課題

90分
①博愛荘 小泉 進
②攝待 幸子

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

9月11日（日） 一般
●中堅・ベテラン研修Ⅰ
スーパービジョン研修
「SVの実践的技術と職場内SV体制の構築」

半日

文京学院大学
篠原 純史
東京福祉大学
中里 哲也
岩手県立大学
伊藤 隆博

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ）

9月17日（土） その他
●中堅・ベテラン研修Ⅱ
社会福祉士新カリキュラムと実習指導（第1回）
（社会福祉士会と共催）

120分
岩手県立大学

盛岡医療福祉スポーツ
専門学校

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

9月最終週又は
10月第1週の
金or土予定

基礎
●医療ソーシャルワーク基礎研修
③医療ソーシャルワークの価値と倫理

90分
岩手県立一戸病院

加藤 暁子
ZOOM

（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

10月2日（日） 一般
●一般研修Ⅰ
「意思決定支援とMSWの関わり」

半日
WITH医療福祉
実践研究所
田村 里子

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ）
又は対面

11月11日（金）
基礎
一般

●一般研修Ⅱ 兼 医療ソーシャルワーク基礎研修
④在宅医療とソーシャルワーク」

90分
やまと在宅診療所一関

杉山 賢明
ZOOM

（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

11月26日（土） 基礎
●医療ソーシャルワーク基礎研修
⑤医療ソーシャルワークと記録

90分
盛岡友愛病院
神田 拓子

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

12月16日（金） 基礎
●医療ソーシャルワーク基礎研修
⑥チーム医療と地域連携

90分
南昌病院
吉田 利春

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

1月13日（金） 基礎
●医療ソーシャルワーク基礎研修
⑦診療報酬とソーシャルワーク

90分
北上済生会病院
菊地 涼子

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

1月28日（土） その他
●中堅・ベテラン研修Ⅲ
社会福祉士新カリキュラムと実習指導（第2回）
（社会福祉士会と共催）

120分 ---
ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ）

2月5日（日）
午前

基礎
●医療ソーシャルワーク基礎研修
⑧支援方法論（アセスメント）

90分
岩手県立大学
伊藤 隆博

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ&ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

2月5日（日）
午後

基礎
●医療ソーシャルワーク基礎研修
⑨支援方法論（面接技術）

180分
岩手県立大学
伊藤 隆博

ZOOM
（ﾗｲﾌﾞ）



研修予定 ～医療ソーシャルワーク基礎研修～

医療ソーシャルワーク基礎研修

目 標
・MSWとしての実践のすべての基礎となる知識を習得する
・MSWとして必要な面接技術やアセスメントが実施できるようになる

対 象 1～3年目：☆ 4～9年目：☆ 10年目～：〇

内 容

① 岩手県ＭＳＷ協会の概要と現任教育体制
② 日本における医療ソーシャルワークの成立と課題
③ 医療ソーシャルワークの価値と倫理
④ 在宅医療とソーシャルワーク
⑤ 医療ソーシャルワークと記録
⑥ チーム医療と地域連携
⑦ 診療報酬とソーシャルワーク
⑧ 支援方法論（アセスメント）
⑨ 支援方法論（面接技術）

開催日

①②2022年 8月26日（金）18：30～20：00 ZOOM or オンデマンド
③ 2022年 9月最終週又は10月第1週の金or土予定

18：30～20：00 ZOOM or オンデマンド
④ 2022年 11月11日（金）18：30～20：00 ZOOM or オンデマンド
⑤ 2022年 11月26日（土）14：00～15：30 ZOOM or オンデマンド
⑥ 2022年 12月16日（金）18：30～20：00 ZOOM or オンデマンド
⑦ 2023年 1月13日（金）18：30～20：00 ZOOM or オンデマンド
⑧ 2023年 2月 5日（日）10：30～12：00 ZOOM or オンデマンド
⑨ 2023年 2月 5日（日）13：00～16：30 ライブ研修のみ

講 師

① 岩手県医療ソーシャルワーカー協会会長 小泉 進
② 攝待 幸子
③ 岩手県立一戸病院 加藤 暁子
④ やまと在宅診療所一関 杉山 賢明
⑤ 盛岡友愛病院 神田 拓子
⑥ 南昌病院 吉田 利春
⑦ 北上済生会病院 菊池 涼子
⑧ 岩手県立大学 伊藤 隆博
⑨ 岩手県立大学 伊藤 隆博

会 場 ZOOMを使用したオンライン研修・オンデマンド併用（一部ライブのみ）

受講費
（一括）会員：4,500円 非会員：13,500円
（各回）会員：500円 非会員：1,500円

参加申込

申込期間:2022年6月11日～2023年2月28日
右のQRコードからPeatixのページに入り、申込ができます。

https://msw-basic.peatix.com

備 考 「④在宅医療」の研修は、「一般研修Ⅱ」として併催する。

☆・・・MSWとして最低限習得しておくべき知識・技術ですので受講を強く推奨します。

◎・・・興味関心のある方や専門的知識の再確認をしたい方に受講をお勧めします。

○・・・任意参加です。興味関心のあるかたはご参加ください。

受講対象の凡例



一般研修Ⅰ「意思決定支援とMSWの関わり」

目 標
・意思決定支援におけるソーシャルワーカーとしての実践力を身に付ける
・当事者の意向を中心にした支援が実践できる

対 象 1～3年目：☆ 4～9年目：☆ 10年目～：☆

内 容
①意思決定支援とMSWの関わり～講義～
②意思決定支援とMSWの関わり～演習～

開催日 2022年10月2日（日） 13：00～16：30

講 師 一般社団法人 WITH 医療福祉実践研究所 田村 里子

会 場 未定（対面又はzoom）

受講費 会員：1,000円 非会員：3,000円

参加申込 申込期間:2022年8月1日～2022年10月25日（予定）

研修予定 ～一般研修～

一般研修Ⅱ「在宅医療とソーシャルワーク」

目 標

・MSWとして必要な在宅医療に関する知識について理解する
・在宅医療の現場について理解し、ソーシャルワーク実践に生かせるようにする
・在宅医療に関連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

対 象 1～3年目：☆ 4～9年目：☆ 10年目～：☆

内 容 在宅医療の現場を知り、在宅医療を支援するためのソーシャルワーク実践について考える

開催日 2022年 11月11日（金）18：30～20：00

講 師 やまと在宅診療所一関 医師 杉山 賢明

会 場 ZOOMを使用したオンライン研修・オンデマンド併用

受講費 会員：500円 非会員：1500円

参加申込 申込期間:2022年９月1日～2022年11月4日（予定）

備 考 本研修は、「医療ソーシャルワーク基礎研修」と併催。



研修予定 ～中堅・ベテラン向け～

SVの実践的技術と職場内SV体制の構築

目 標
・スーパービジョンの基礎理論について理解する
・スーパービジョンの進め方を身に付け、実践に生かせるようにする
・職場内スーパービジョン体制の構築について理解し実践できる

対 象
1～3年目：〇 4～9年目：☆ 10年目～：☆
（中堅以上の経験があり、部下・後輩を持つMSWの参加を強く推奨）

内 容
スーパービジョン実践のスキルと、組織にスーパービジョンを定着させる方法について
講義・演習を交えて実践的に学ぶ

開催日 2022年9月11日（日） 13:00～17:00

講 師
文京学院大学 篠原純史
東京福祉大学 中里哲也
岩手県立大学 伊藤隆博

会 場 ZOOMを使用したオンライン研修（ライブのみ）

受講費 会員：1,000円 非会員：3,000円

参加申込 申込期間:2022年7月1日～2022年9月4日（予定）

☆・・・MSWとして最低限習得しておくべき知識・技術ですので受講を強く推奨します。

◎・・・興味関心のある方や専門的知識の再確認をしたい方に受講をお勧めします。

○・・・任意参加です。興味関心のあるかたはご参加ください。

受講対象の凡例



研修予定 ～中堅・ベテラン向け～

中堅・ベテラン研修Ⅱ

社会福祉士会合同研修 社会福祉士新カリキュラムと実習指導（第1回）

目 標
・社会福祉士養成カリキュラム改正について理解する
・社会福祉士実習におけるプログラム立案及び指導内容について理解する

対 象
1～3年目：対象外 4～9年目：☆ 10年目～：☆

（実習指導者講習会受講済み又は受講予定の方）

内 容
・社会福祉士養成カリキュラム改正の概要
・実習指導内容の改正点と実習プログラム
・県内社会福祉士養成校の動向

開催日 2022年9月17日（土） 10：00～12：00

講 師
岩手県立大学社会福祉学部
盛岡医療福祉スポーツ専門学校

会 場 ZOOMを使用したオンライン研修・オンデマンド併用

受講費 未定 申込期間：未定

中堅・ベテラン研修Ⅲ

社会福祉士会合同研修 社会福祉士新カリキュラムと実習指導（第2回）

目 標
・社会福祉士養成カリキュラム改正について理解する
・社会福祉士実習におけるプログラム立案及び指導内容について理解する

対 象
1～3年目：対象外 4～9年目：☆ 10年目～：☆

（実習指導者講習会受講済み又は受講予定の方）

内 容 ・実習指導内容の改正点と実習プログラムの検討

開催日 2023年1月28日（土） 10：00～12：00

講 師
岩手県立大学社会福祉学部
盛岡医療福祉スポーツ専門学校

会 場 ZOOMを使用したオンライン研修

受講費 未定 申込期間：未定



研修予定 ～3団体合同研修～

3団体合同研修

対 象 1～3年目：☆ 4～9年目：☆ 10年目～：☆

内 容 「身寄りのない方への伴走型ソーシャルワーク」～重層的支援体制を考える～

開催日 2022年7月23日（土） 時間未定

講 師

【講師】

「重層的支援体制整備事業をきっかけとした庁内連携について」
盛岡市地域福祉課 主任 福士康太 氏

「盛岡市における重層的支援体制整備事業について」
盛岡市社会福祉協議会生活支援課 課長 熊谷良治 氏

【シンポジスト】
・岩手県社会福祉士会 調整中
・岩手県精神保健福祉士協会 調整中
・岩手県医療ソーシャルワーカー協会 川久保病院 越崎 栞 氏

会 場 ZOOMを使用したオンライン研修

受講費 無料 申込期間：未定



発 行 岩手県医療ソーシャルワーカー協会

事務局
〒020-0835 岩手県盛岡市津志田26−３０−１
盛岡医療生活協同組合 川久保病院 医療相談室内
email: msw.iwate@gmail.com


