
初任者研修Bアンケート結果

研修科目：初任者研修B　「医療機関別専門知識・急性期」

講師名 宮城幸之祐

研修日：２０２１年１０月３１日（日）

受講者数：12名　アンケート回答者１２名



４．本講義で学んだことを３つ書き出してください。

・各役割の機能を改めて学ぶことができた
・効率だけでなくその効果を意識することが重要だと学んだ
・瞬間的に判断できるよう日頃から事前準備、勉強が大切と学んだ

・急性期mswとしての役割、病院の機能、心構え

・急性期病院の役割、MSWに求められるスキル、急性期病院の仕組み

・D P C方式がとられている
・退院支援看護師と、MSWの役割の違い
・病棟機能に合わせた制度を瞬間的に浮かぶまで見に染みさせる。

・各医療機関の役割を理解することが大切
・スピードのある支援がいいということではない
・制度を瞬間的に思い浮かべることができることが、理解し支援していているということ

・回復期病棟、地域包括ケア病棟のそれぞれの収入の仕組み
・アウトカム評価について
・それぞれの病棟への紹介ポイント

・疾患によって目安となる入院日数が設けられている
・中頭病院ではMSWと退院支援看護師の役割分担がなされている
・具体的内容

・急性期の基準、病棟との連携方法、入院患者が退院後の生活に必要な情報の提供

・少ない面接で受け取る力、病院の特徴、価値や倫理

・DPCについて、事前準備や予測を立てること、急性期MSWの支援の流れ

・入退院支援加算1について。DPCについて。急性期MSWに必要なスキルについて。

・DPC、キャッチの方法、効率性と効果の意識



注）以下の項目は、不満（１）～満足（５）までの５段階評価で回答





11．本日の研修について具体的な感想・意見をお聞かせください。

12．今後の研修でとりあげてほしいテーマや希望する講師等についてお聞かせください。

・障害者福祉について詳しく学びたい

・急性期で入院が長期化してしまったケース、またそのケースに対しての対応方法

・急性期病棟の基準が複雑で、入院期間が短い中での退院調整はとても大変そう。

・日頃から関わる急性期の役割を改めて学ぶことができて良かった

・今回の研修を通して急性期病院では限られた時間の中でアセスメントする力・常にソーシャル
ワークの価値や倫理を心がけることが重要だと学ぶことができた。

・急性期病棟では、入院期間も少なく、その中で瞬時に判断できる力や、アセスメント力、信頼関
係の構築と、スピード感が必要ななかで、ワーカーとしての働きを発揮できるか、スキルが求めら
れてくると感じました。
知識が、瞬間的に浮かぶまで見に染みさせる、謙虚な姿勢は自分自身も、今からでもできることな
ので、常に意識していきたいと思いました。

・急性期病院勤務で、ベッドコントロールを意識しすぎてしまうことがあるため、MSWとしての自分
の役割を常に意識して働いていきたいと改めて感じました。

・急性期病院から転院依頼をする側なので、どの病棟への適応になるのか、転院先で安心して医療
や支援が行えるよう、情報提供や引継ぎがうまくできるよう意識していきたいと思いました。

・身寄りなし

・私自身も急性期病院で働かせていただく中で、意識しておかないといけないことがよく分かり参
考になりました。ありがとうございました。

・病院によって、MSWと退院調整Nsの役割分担が違うことが分かりました。





初任者研修Bアンケート結果

研修科目：初任者研修B　「医療機関別専門知識・回復期」

講師名 安慶名真樹

研修日：２０２１年１０月３１日（日）

受講者数：13名　アンケート回答者12名



４．本講義で学んだことを３つ書き出してください。

・病院内は勿論、病院外との協同が重要だと学んだ
・MSWとして関係構築力が重要だと学んだ
・人的つながりを大切にすることの大切さ

・回復期病棟の受入基準、役割、支援の内容

・回復期病院の仕組み、MSWに求められる視点や役割、ソーシャルワークの実践

・廃用症候群はFIM10点以上低下した状態
・重介助の人を3割以上入院とならないといけない
・地域包括ケア病棟が、軽度急性期?回復期、慢性期の役割があり、地域のニーズに応えられる病棟
となっている。

・緩和ケアの概念、スピリチュアルペイン、緩和病棟の入院基準

・回復期リハの対象者と病棟収入の仕組み、病棟基準と入院料

・回復期と包括のはっきりとした違い。回復期の算定、アウトカムなどの数値

・回復期病棟の基準・対象者、回復期と地域包括ケアの特徴、入院患者それぞれへの対応力

・回復期と包括ケア病棟の違い、リハ転院する前の急性期で行ってほしいこと、算定の基準

・回復期の対象者について、加算について、地域包括ケア病棟の役割について

・回復期に紹介するときのポイント。回復期リハと地域包括ケアの違い。SWの7つ道具。

・ポスト・サブアキュート、回復病棟、包括ケアの役割、SWの７つ道具



注）以下の項目は、不満（１）～満足（５）までの５段階評価で回答





11．本日の研修について具体的な感想・意見をお聞かせください。

12．今後の研修でとりあげてほしいテーマや希望する講師等についてお聞かせください。

・障害者福祉について学びたい

・回復期病棟の入院患者の困難事例

・改めて多職種との連携が大切だと感じた。患者に応じて情報を提案できる力を身につける事。

・事例を通して回復期の機能を学ぶことができて良かった

・今回の講義を通し、異なる領域のソーシャルワークの実践を学ぶことができ、異なる領域であっ
ても基礎・価値・倫理は同一であることが理解することができた。

・回復期病棟のインテークで、睡眠や食事の聞き取りを行うのが、健康状態の把握のためといった
認識でいましたが、リハの効果を最大限に発揮できることにも繋がっていることを知り、なぜこれ
を聞くのか改めて見直していこうと思いました。また、脊椎損傷のお話しのなかで、ムリと決めつ
けた先入観はないようにし、本人の意向を尊重できるように、社会資源の把握、チープと協力しな
がら、支援者として何ができるかを意識して携わっていきたいと思いました。患者さんの行動の原
因を本人とのコミュニケーションの中から考え出した事例は、今後の支援の参考にしたいと思いま
した。

・回復期がある病院に勤めているので、本日の講義の中で一番理解しやすかった。講師がおっ
しゃっていたように急性期からの紹介で回復期リハをしてADLあがる見込みがあるのか、紹介時に共
有してもらえたら助かるなと思った。

・緩和ケア

・回復期リハ、地域包括ケアへ相談するときのポイントがわかりました。回復病棟、包括ケア病棟
の役割を改めて詳しく学ぶことができてよかったです。ありがとうございました。

・回復期リハ、地域包括ケアへ相談するときのポイントがわかりました。





初任者研修Bアンケート結果

研修科目：初任者研修B「医療機関別専門知識・緩和ケア」

講師名 長原野

研修日：２０２１年１０月３１日（日）

受講者数：12名　アンケート回答者10名



４．本講義で学んだことを３つ書き出してください。

・緩和ケアは治療から始まる
・スピリチュアルペイン??苦しみの緩和ができるゴイグニティセラピーの支援方法がある
・3ヶ月位以上の療養がしにくくなっている

・ACPの活用、気持ちを理解しようとすることが大切、本人の希望を確認し、チームで共有すること

・限度額認定書、ACP、該当する区分

・終末期ではなく”人生の最終段階”、人生会議を行うことでその人らしい過ごし方で人生の最終
段階を過ごせる
緩和ケアは治療の有無に関わらず、がんと診断された時から支援スタート
緩和ケア病棟でも３か月以上の入院継続がしにくくなっている

・緩和ケア介入のタイミング
・スピリチュアルペインの具体性
・人生会議

・緩和ケアの概要、緩和ケアの実際、緩和ケアとソーシャルワークについて

・緩和ケアを行う時期の変遷、緩和ケア病棟の入院・退院基準、アプローチの仕方

・スピリチュアルペイン、ディグニティセラピー、アドバンスケアプランニング

・緩和ケア病棟にいる方の支援方法、他職種との連携、アドバンス・ケア・プランニングについて

・ディグニティセラピーを知ることができて良かった
・チームアプローチの重要さを学んだ
・改めて誘導してはいけないことを学んだ



注）以下の項目は、不満（１）～満足（５）までの５段階評価で回答





11．本日の研修について具体的な感想・意見をお聞かせください。

12．今後の研修でとりあげてほしいテーマや希望する講師等についてお聞かせください。

・ディグニティセラピーについて

・障害者福祉について学びたい

・ディグニティセラピーを知り、めぐみ在宅クリニックについて調べようと感じた

・今回の講義を通し、緩和ケアにおけるソーシャルワークの視点の重要性を学ぶことができた。ま
た、緩和ケア病棟について概要を学ぶことができたことで今後の活用について活かすことができる
感じた。

・緩和ケア病棟のイメージが、最後の見取りまでといったイメージがあったため、長期の療養がし
にくくなっているのは驚きでした。
また講義の中で、脊椎損傷で動けないから、自宅はムリだろうといった先入観をなくし、本人の意
向を尊重できるように、家族への意向の確認や、社会資源の活用を行いながら、いかに本人の意向
を尊重できるか、またチームアプローチの重要性を実感しました。
また、知りたくない権利もあることも、知らなかったため、沢山勉強になりました。今後の支援に
繋げていきたいです。ありがとうございました。

・患者さんだけでなく、自分自身や家族のACPも行なっていきたいと思いました。また、本人の気持
ちや苦しさを少しでも理解し寄り添えるソーシャルワーカーになりたいと思いました。

・緩和ケア調整＝看取りというイメージがあったが、そうではないことを知った。
相手を理解するではなく、理解してもらえる人と思ってもらえることが大切

・本人の意思決定がより重要とされるためしっかりと向き合う必要があると感じた。
薬剤師等の職種は、一般の病院の働き方と比べて違いがあったりするのか気になった

・緩和ケア病棟での対応困難ケース

・緩和ケア病棟への調整はまだ行ったことがないので、今後の担当ケースになった際の参考になる
と思います。体もですが、やはり心のサポートはとても大切だと感じました。

・実際に看取りのケースに立ち会ったことがあるが、振り返ってみると足りない部分だらけだった
ので、今回受講した内容を次回に活かしたい。





初任者研修Bアンケート結果

研修科目：初任者研修B「医療機関別専門知識・精神科」

講師名 知花 勉

研修日：２０２１年１０月３１日（日）

受講者数：12名　アンケート回答者13名



４．本講義で学んだことを３つ書き出してください。

・精神科の歴史、精神科の現状、精神科病院の概要について

・精神科の今・昔。精神科における入院形態。統合失調症。

・任意入院と医療保護入院の違い、家族の範囲、統合失調症の方の特徴

・医療保護入院の同意者の範囲、統合失調症について、本人の希望と自立した生活を送れるように
一緒に考えていくこと（サービスや環境調整）

・精神病院の入院形態、任意入院と医療保護入院、精神科の昔

・精神科領域の過去を知り、支援することが大切
・精神科退院請求の支援も権利なのでMSWの役割
・時間はかかるが社会復帰支援も大切

・精神病院の病棟の種類、退院請求や処遇改善請求があること、私宅監置制度

・医療観察法病棟があり、医療と司法の両面から、社会復帰を支援する病棟がある。
・スーパー救急は、6割以上は自宅もしくは施設退院。
・私宅監置制度??1950年廃止され、沖縄は1972年に廃止された。

・精神科病院の機能について学ぶことができた
・私宅監置制度を学ぶことができた
・統合失調症の前兆期から回復期に至るまでの波を学ぶことができた

・スーパー救急、医療観察法病棟、入院棟に関する家族同意の範囲

・精神科病院の入院形態・基準、統合失調症について、退院請求・処遇改善請求

・精神科病棟への入院の経緯、支援内容、精神患者に対する対応についての歴史



注）以下の項目は、不満（１）～満足（５）までの５段階評価で回答





11．本日の研修について具体的な感想・意見をお聞かせください。

12．今後の研修でとりあげてほしいテーマや希望する講師等についてお聞かせください。

・精神科・障害分野の社会資源について

・精神疾患

・対応が困難だったケース（患者本人や患者の家族など）

・精神科のフォローが必要そうな患者さんと関わることがほとんどなかったので、精神科病院につ
いて聞くことができて良かった。

・精神科病棟を出たその後の生活についてどんな支援があるのか気になっていたので勉強できて良
かったです。身寄りが居ない方のケースも聞けて参考になりました。

・沖縄が、私宅監置制度が廃止されたのが1972年と最近のことであると知り、精神障害者の方の人
権が保障された時期が日が浅いことを知りました。精神科に半年ほど勤務していたことがあります
が、未だに、地域からの精神科のイ・メージが悪く、家族からも疎ましく思われている人も沢山い
たので、地域での共生が当たり前である社会となれるように携わっていきたいと改めて実感しまし
た。

・今回の講義を通し、精神疾患を有する患者であっても尊重することは重要であることを学んだ。

・精神科に転院調整をすることもあるので、入院形態について知ることが出来てよかった。

・認知症病棟で少し相談員をしていたので入院形態についてはある程度理解していましたが、
精神疾患を抱えた若者の支援に携わったことがなかったためとても良かったです。

・退院請求の支援を行っていることは知らなかったので驚きましたが、権利擁護のために大切な支
援だと学びました。病気やその人の理解を時間をかけて行っていくことが大切だと思いました。

・PSWの一日の仕事内容を聞いてみたいと思いました。

・障害者福祉について学びたい

・精神医療審査会について知ることができて良かった身体的な怪我や病気は目に見える形で診断・
サポートができることが多いですが、精神的な治療は目に見えない状況が多いと思うので、支援を
行う際には患者・家族とのラポールが大事になってくると感じました。ありがとうございました。

・精神医療審査会について知ることができて良かった





初任者研修Bアンケート結果

研修科目：初任者研修B　「実践に必要な制度①生活保護」

講師名 高江洲アヤ子

研修日：２０２１年１０月３１日（日）

受講者数：13名　アンケート回答者13名



４．本講義で学んだことを３つ書き出してください。

・生活保護の実施上の原則には例外もあるため、根拠を確認しながら交渉が必要
・患者の権利を守るために、MSWの知識や交渉力も重要
・保護課と納税課は連携し、不正受給の防止をしている

・生活保護の8つの扶助を理解できた
・グループワークを通して他者の視点を学べた
・権利擁護においても根拠を抑えることが大切と学んだ

・生活保護の原則、制度の仕組み、実際の支援への活用方法

・生活保護の基本原理や原則、被保険者の権利と義務、保護受給者のおかれている現状

・生活保護申請、得る収入は報告する義務

・生活に困窮している状態では、不安や焦りなどがあり、制度が頭に入ってこない、相談するのも
エネルギーがいる。
・3ヶ月以内で県に審査請求できる
・手帳と別冊問題集は保持してたほうがいい。

・生活保護制度、基本原理、生活保護の基準額

・生活保護申請の前に把握しておく項目
・生活保護申請の流れ
・生活保護手帳の内容

・生活保護を申請できないと思っている人でも、申請できる可能性もある。保護費の計算は一概に
は言えない、申請にあたって本人様の意思大事である

・生活保護の基本原則、生活保護手帳の活用、事例から傾聴することや本人の希望を確認すること
を学んだ

・生活保護を受ける人の置かれた状況。生活保護の基本原理、原則。被保護者の権利と義務。

・生活保護制度の基本原理、保護の補足性の原理、生活保護の実施上の原則

・沖縄県の生活保護の実態、保護の権利と義務、基準額



注）以下の項目は、不満（１）～満足（５）までの５段階評価で回答





11．本日の研修について具体的な感想・意見をお聞かせください。

・生活保護の基準や申請の流れなど、詳細に知れてよかったです。また、支給要件には当事者の
様々な状況を見て判断されることも分かりました。ありがとうございました。

・本人の資産状況や扶養できる家族がいるかということも大事だが、一番は本人がどうしたいかと
いう気持ちに沿って支援を行うことが大切。

・グループワークは緊張しましたが、みなで意見を出し合い話し合う事ができてとてもよかったで
す。患者様の経済状況はとてもプライベートなことで、踏み込み力、アセスメントの仕方を学びた
いと思いました。

・交渉する際は、断られる根拠、承認される根拠を意識して保護課のかたと連携をしていきたいと
思いました。
ありがとうございました。

・グループワークを通して自分の発言が少ないと感じたため、発言を増やしていきたい

・今回の講義を通して、まず生活保護を受ける人の置かれた状況を理解することは重要であると学
んだ。保護の条件等など知っておかないと本人の不利益になるのでこれからさらに学んでいきたい
と思いました。

・対処能力の講義の部分で、3つの能力が低下しているということを知り、理解したうえで今後関
わっていこうと思いました。
また、グループワークを通して、思ってた以上に活用できる制度が出てこなかったので勉強不足だ
と感じました。制度の理解に努めていきたいと思いました。また、手帳も役所で貰えることも教え
ていただいたので、貰って活用していきたいと思います。

・受験時に勉強した生活保護の振り返りが出来た。生活保護申請にあたって、市役所などの具体的
な流れが知れたらさらに良い学びになると思った。

・グループワークを通して、患者さんの気持ちにより添う支援について考えることができた。

・生活保護について改めて知ることができた。また事例で他の方の意見を聞くことで視野が広くな
りました。



12．今後の研修でとりあげてほしいテーマや希望する講師等についてお聞かせください。

・限られた入院期間の中での患者様とのラポールの築き方について

・障害者福祉について学びたい

・生保受給者の開始する際の調査

・生保に繋げられるまで困難だったケース、繋げられなかったケース

・多職種連携



初任者研修Bアンケート結果

研修科目：初任者研修B　「実践に必要な制度　②医療保険」

講師名 喜舎場利恵

研修日：２０２１年１０月３１日（日）

受講者数：13名　アンケート回答14名



４．本講義で学んだことを３つ書き出してください。

・医療費に関わる制度について、経済的に困窮している世帯への考えられる制度について、がん患
者に対する支援の制度活用

・限度額認定、医療費の区分、自己決定の尊重

・入院費等を丁寧に説明するには各保険について理解しておく必要があることを学んだ
・グループワークを通して他者の視点を学んだ
・末期癌では訪問看護など医療保険が優先されることを学んだ

・高額貸付について、傷病手当について、ワーカーの役割

・高額貸付制度、ガン終末期の場合は医療保険が優先される、多数該当の場合は加入保険を途中で
切り替えると減額が元に戻ってしまう

・急性期の役割、急性期でのMSWの支援ポイント、必要なスキル

・社会保険制度の活用手順、高額療養費（70歳未満・70歳以上）、社会資源についての情報提供



注）以下の項目は、不満（１）～満足（５）までの５段階評価で回答





11．本日の研修について具体的な感想・意見をお聞かせください。

・ワーカーとして患者様のアセスメントをし、必要なサービスに繋げられるよう、日々精進したい
と思いました。グループワークの中で、協会けんぽで高額貸付の案内をしたという声がありまし
た。何かべつの制度だったのか？調べてみたいと思います。

・保険や費用等について身に着ける必要があると気付いた

・医療保険制度はとても苦手な分野ですが、今日の講義である程度の整理ができました。とても参
考になりました。ありがとうございました。

・患者さんが不安に思う入院費用等について、尋ねられた時にすぐに情報提供できるように年齢や
加入保険によって説明できるようにしたい。

・講義の中で高額療養費の貸付制度は国保のみ利用ができると説明がありましたが、去年協会けん
ぽの方で高額療養費貸付制度を案内したことがあります。国保も社保も高額療養費貸付制度がある
ということなのか気になりました。
レジュメにないスライドが多かったので、可能であれば資料をいただきたいなと思いました。

・医療保険の種別によって活用できるものなどグループワーク通しやったことで理解できやすかっ
た。

・医療費についてさらに学び、クライエントにきちんと伝えられるようになろうと思いました

・医療保険について、分からない所もかなりあったため、今回講義受けれて本当に勉強になりまし
た。理解しておかないといけない内容を、今回の講義で把握できたので、今後、制度の把握・活用
をしっかりおこなっていきたいと思いました。

・保険がかわると多数該当がリセットになることをしり、療養機関も考慮した医療費の相談が大切
だと知り、今後の支援に意識していきたいと思いました。

・手元資料には、画面での資料が載っていないのがあったの載せて欲しい
事例の回答をメモする時間が足りなかったので、回答例でもいいので欲しいです

・実際に患者さんとの話の中に出てくる話題なので勉強になりました。
質問の内容がアバウトなところがあったためどう答えたらいいのか、質問内容が難しい部分があり
ました。今回はグループワークでどういった制度がつかえるか考えたが、結局どういったサービス
を行ったか知りたいと思いました。



12．今後の研修でとりあげてほしいテーマや希望する講師等についてお聞かせください。

・患者様のアセスメントの仕方、どういう声かけから患者様の困りごとをアセスメントするか。

・障害者福祉について学びたい

・高齢者虐待

・心疾患について

・手本になるような各領域の相談員の業務内容
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