
令和４年度 初任者研修のご案内 

（基幹研修Ⅰ：群馬県版） 
 

協会員の皆さん、こんにちは。新型コロナ感染症の流行から２年経ちました。社会生活が制約され

る中、皆さんの業務も様々な制約を受け創意工夫のもと患者・家族への支援をしていただいている

と思います。群馬県協会の研修もオンライン方式が定着し、参加される皆さんもオンライ研修に慣

れてきたのではないでしょうか。人と人が対面し、深くコミュニケーション取りづらい状況の中、

伝えることの重要性やスーパービジョンによる自己分析、業務改善、支援方法の見直しなど、医療

ソーシャルワーカーの専門性を問われ、実践する力が評価される時代に変わろうとしています。初

任者研修では、医療知識、対象者の理解、面接技術、アセスメントを中心に、ソーシャルワーカー

の専門性の質の向上を目的とした研修を、２年目、３年目のソーシャルワーカーに向けて開催いた

します。必要な知識や技術をじっくりと学べる研修プログラムとなっております。２年目、３年目

の皆さん、そして、もっともっと学びたいという４年目以上の方も参加できますので、この機会に

ぜひ、ご参加ください！ 

 

 ※この研修は隔年開催（2 年に 1 回）となりますのでご注意ください。 

次の開催は令和６年の予定です。 

※認定医療社会福祉士研修ポイント対象＜40 ポイント＞ 

 

 

日  時：１回目 令和４年 08 月 28 日（日） 10:20 受付 11:00～17:00 

     ２回目 令和４年 09 月 25 日（日）  9:30 受付 10:00～17:10 

     ３回目 令和４年 10 月 30 日（日）  9:30 受付 10:00～17:20 

    ４回目 令和４年 11 月 27 日（日） 10:00 受付 10:30～16:10 

    ５回目 令和４年 12 月 11 日（日） 10:00 受付 10:00～16:10 

     ６回目 令和５年 01 月 29 日（日）  9:00 受付 10:00～16:45 

 

受講方法：Zoom Meetings を使用します 

 

対  象：区分１…ＭＳＷ経験２年目・３年目 

     区分２…ＭＳＷ経験４年目以降 

（※認定医療社会福祉士のポイントは対象外です） 

      

募集人数：30 名 

 

テキスト：相川書房発行の「保健医療ソーシャルワークの基礎－実践力の構築－」 

      （2015 年 9 月 30 日発行）を使用。 

 

参 加 費：６回セット申込み 会員：15,000 円、非会員：20,000 円 

     ※1 回ごとの個別の申し込みはできません。 

     ※受講費の支払いと同時に受付が完了します。 

     ※受講費の支払いは Peatix (ピーティックス）を使用します。 

 

内  容：別紙をご覧ください 

 

募集期間と申込み方法： 

募集期間：令和４年 7 月 25 日（月）～8 月 12 日（金） 

申 込 み：下記のアドレスから必要事項を入力し、お申し込みください。 

      https://mswgunma-shoninsha.peatix.com 

群馬県医療ソーシャルワーカー協会  



日本医療ソーシャルワーカー協会の基幹研修Ⅰ 概要 

初任者研修（基幹研修Ⅰ：群馬県版） 

プログラム 

初任者研修（基幹研修Ⅰ：群馬県版）のプログラムは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、基本的な講義内容は同じです。東京・大阪など都市部で開催される研修と同じ内容、同じレ

ベルの研修を群馬県で受けることができます。日本医療ソーシャルワーカー協会でもこのような形で県協会

での開催を推進しています。 

 

〈具体的な研修プログラム〉 

項目 ポイント 項目 ポイント 

厚生労働行政の動向 1P 生活機能障害とソーシャルワーク 2P 

日本における医療ソーシャルワークの成立と課題 1P 医療における「家族」の理解 4P 

医療ソーシャルワークの価値と倫理Ⅰ 2P 事例検討の方法と実践の検証 2P 

社会保障制度とソーシャルワーク 2P 医療ソーシャルワーカーに必要な医学知識 

 ・糖尿病と合併症 

 ・脳卒中 

 ・がん 

 ・緩和ケア 

 ・アルコール問題とアディクション 

 ・認知症 

 ・在宅療養 

各 2P 

診療報酬とソーシャルワーク 2P 

支援方法論 チーム医療と地域連携 2P 

支援方法論Ⅰ アセスメント 2P 

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） 
4P 

医療ソーシャルワークの記録 2P 

合計ポイント （１ポイントは 45 分） 40P 

 

日本医療ソーシャルワーカー協会と初任者研修（基幹研修Ⅰ：群馬県版）の違い 
 

 日本医療ソーシャルワーカー協会 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 

プログラム 日本協会のシラバスに基づく 同左 

開 催 日 連続５日間 
全６回（８月～翌年１月の間）・隔年開催 

（次回は令和６年です） 

開 催 頻 度 年間 2 都市で開催 
8・9・10・11・1 月の最終日曜日と 

12 月１１日（日） 

受 講 資 格 経験 3 年未満の MSW 
主に経験２・３年目の MSW 

（4 年目以降の MSW も受講可能） 

受 講 料 会員：36,000 円 非会員：56,000 円 会員：15,000 円 非会員：20,000 円 

講 師 陣 現役 MSW を中心に、医師、看護師、大学教員 現役の MSW、医師、大学教員 

参考テキスト 
相川書房発行の「保険医療ソーシャルワー

クの基礎－実践力の構築－」（2015 年 9 月 30 日発行） 
同左 

ポイントの扱い 

認定医療社会福祉士取得に必須となる

180 ポイント以上の内、「日本医療社会福

祉協会主催の現任者研修 5 種類から 40 ポ

イント以上を取得すること」という条件の

対象研修となり、本研修をすべて終了する

ことでその条件は満たされます。 

同左 



 

F A Q 
 

質問：経験年数の考え方について教えてください。 

 経験年数は保健医療機関で MSW として勤務している実年数でお考えください。 

 

質問：6 年目ですが参加は可能ですか 

 可能です。（公社）日本医療ソーシャルワーカー協会の基幹研修Ⅰの参加資格は 3 年未満ですが、

当協会が行う基幹研修は主な対象は２・３年目です。４年目以降の方にも自分自身への復習や動

機づけのために参加することも可能です。 

 

質問：1 日だけ参加したのですが 

 申し訳ございません。1 日だけの参加はできません。 

 

質問：昨年度、新人研修に参加しました。講義内容が同じものもありますが、どのように違うので

すか？ 

 初任者研修の内容については（公社）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

を基に講師選定や講義内容を準備しています。また、指定のテキストを使用することで体系的に

学習することができます。新人研修の復習の部分もありますが、初任者研修では医学知識も加わ

り新たな視点で研修を受けることができます。 

 

質問：認定医療社会福祉士の取得を考えていますが、ポイントはどうなりますか？ 

 （公社）日本医療ソーシャルワーカー協会のポイント認証を受けて付与します。全日程を受講す

ると合計 40 ポイントになり、（公社）日本医療ソーシャルワーカー協会主催の基幹研修Ⅰを修

了したのと同じ扱いになります。このポイントは、認定医療社会福祉士取得に必要となる１８０

ポイント以上の内、「（公社）日本医療ソーシャルワーカー協会の現任者研修 5 種類の中から 40

ポイント以上を必ず取得すること」という条件の対象研修となり、群馬県医療ソーシャルワーカ

ー協会の本研修をすべて修了することでもその条件は満たされます。 

 

質問：講師はどのような方がなるのでしょうか？ 

 （公社）日本医療ソーシャルワーカー協会と同様に現任のソーシャルワーカーが担当いたします。

また、講義内容によっては県内医療機関病院に勤務する医師、大学教員が担当することもありま

す。 
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令和４年度

初任者研修
一般社団法人 群馬県医療ソーシャルワーカー協会

基幹研修Ⅰ・群馬県版

●（公社）日本医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会の基幹研修Ⅰのシラバスに基づいた研修です
●2・3年目のＳＷは全日程参加により認定医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ認定ポイント（40p）が取

得できる見込みです
●通信環境が安定した環境をご用意いただき、パソコンでの参加を推奨します
●講義開始の15分前までには入室をお願いします

【研修形態】ZOOMオンラインミーティング

【研修費用】会員15,000円 非会員20,000円

【申込対象】保健医療機関に勤務する2・３年目のSW（4年目以降も受講可能）

【申込締切】８月1５日（月曜日）

【申込方法】Peatix ⇒ https://mswgunma-shoninsha.peatix.com

・Peatixの個人アカウントが必要です

・上記Peatixの当協会URLから期日までに当該研修のチケット購入手続きをお願いします。

お問合せ先
渋川医療センター 医療福祉相談室：0279-23-1010 山浦
くすの木病院 医療相談室 ：0274-24-3111 矢代
太田・鳥之郷地域包括支援センター：0276-55-2461（9:00～17:00）木村

第1回 8月28日 10:20～17:00 第2回 9月25日 9:30～17:10

第3回 10月30日 9:30～17:20  第4回 11月27日10:00～16:10

第5回 12月11日10:00～16:10  第6回 1月29日 9:00～16:45

■日本における医療ソーシャルワークの成立と課題
■生活機能障害とソーシャルワーク ■医療ソーシャルワークの価値と倫理Ⅰ
■社会保障制度とソーシャルワーク
■診療報酬とソーシャルワーク ■支援方法論 チーム医療と地域連携
■医療における『家族』の理解 ■医療ソーシャルワークと記録
■事例検討の方法と実践の検証
■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）
■支援方法論 アセスメントⅠ ■医療ソーシャルワークと記録
■事例検討の方法と実践の検証
★医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰに必要な医学知識
①糖尿病と合併症 ②脳卒中と連携パス ③がん ④緩和ケア
⑤アルコール関連問題とアディクション ⑥認知症 ⑦在宅医療



時間 講義時間 講義名 講師

10:20～10:50 受付

10:50～11:10 開校式・オリエンテーション

11:10～12:10 60
セッション②
日本における医療ソーシャルワーカーの成立と課題

おがた社会福祉事務所
尾方 仁 氏

12:10～13:10

13:20～14:50 90 セッション⑥　診療報酬とソーシャルワーク
文京学院大学
篠原 純史 氏

15:00～17:00 120 セッション⑨⑩　支援方法論　面接技術・アセスメントⅠ
東京福祉大学
中里 哲也 氏

時間 講義時間 講義名 講師

9:30～10:00 受付

10:00～13:00 180 セッション⑨⑩　支援方法論　面接技法・アセスメントⅠ
東京福祉大学
中里 哲也 氏

13:00～14:00

14:00～15:30 90 セッション⑪　医療ソーシャルワークと記録
老年病研究所附属病院

狩野 寛子 氏

15:40～17:10 90 セッション③－⑧　生活機能障害とソーシャルワーク
前橋赤十字病院
碓井 祐太郎 氏

時間 講義時間 講義名 講師

9:30～10:00 受付

10:00～11:30 90 セッション③－７　医学知識⑦　在宅療養
あい太田クリニック

野末 睦 先生

11:30～12:30

12:30～14:00 90 セッション④　医療ソーシャルワークの価値と倫理Ⅰ
群馬ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

宇野 浩文氏

14:10～15:40 90 セッション③－１　医学知識①　糖尿病と合併症
プランタン大間々
水間 春夫 先生

15:50～17:20 90 セッション③－３　医学知識③　がん
群馬県立がんセンター

柳田 康弘 先生

1

昼食・休憩

令和４年度　初任者研修プログラム

（基幹研修Ⅰ　群馬県版）

1日目　8月28日（日）

昼食・休憩

2日目　9月25日（日）

3日目　10月30日（日）

昼食・休憩

※講師及び会場は都合により変更になる場合があります。
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時間 講義時間 講義名 講師

10:00～10:30 受付

10:30～12:00 90 セッション⑤　社会保障制度とソーシャルワーク
くすの木病院
矢代　裕麻 氏

12:00～13:00

13:00～14:30 90 セッション③－６　医学知識⑥　認知症
老年研究所附属病院

甘利 雅邦 先生

14:40～16:10 90 セッション③－２　医学知識②　脳卒中と連携パス
前橋赤十字病院
朝倉 健 先生

時間 講義時間 講義名 講師

10:00～10:30 受付

10:30～12:00 90 セッション⑦　支援方法論　チーム医療と地域連携
群馬ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

小川 晋平 氏

12:00～13:00

13:00～14:30 90 セッション③－４　医学知識④　緩和ケア
伊勢崎市民病院
廣野 正法 先生

14:40～16:10 90
セッション③－５
　医学知識⑤　アルコール関連問題とアディクション

赤城高原ホスピタル
菊池 裕子 先生

時間 講義時間 講義名 講師

9:00～9:30 受付

9:30～12:30 180 セッション⑧　医療における「家族」の理解
前橋赤十字病院
中井 正江 氏

12:30～13:30

13:30～15:30 120 セッション⑫　事例検討の方法と実践の検証
高崎総合医療センター

大川 友子 氏

15:40～16:40 60 セッション①　厚生労働行政の動向
日本医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会

岡村 紀宏 氏

16:40～16:45 事務案内

5日目　12月11日（日）

4日目　11月27日（日）

昼食・休憩

2

昼食・休憩

6日目　1月29日（日）

昼食・休憩

※講師及び会場は都合により変更になる場合があります。
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