
2023年3月7日更新

スピリチュアルケア研修Ａ1（入門コース1）
受講料：38,000円

スーパーバイザー育成研修Ａ（入門コース）
受講料：28,000円

受講資格：医療・福祉従事者 再受講料：30,000円 受講資格：医療・福祉従事者 再受講料：20,000円

開催方式 定員 担当講師 開催方式 定員 担当講師

終了 8 村田 終了 8 村田

対象施設限定　終了 8 的場 終了 8 坂井

終了 8 的場

終了 8 原 スーパーバイザー育成研修Ａフォローアップ

鳥取　終了 8 協力事業・村田 受講資格：SSV研修Aの受講者で正会員 受講料：8,000円

東大阪　終了 8 協力事業・村田 開催方式 定員 担当講師

中止 8 的場 終了 10 村田

中止 8 松原 終了 10 村田

中止 8 的場

千葉 8 協力事業・村田 スーパーバイザー育成研修Ｂ（専門職コース）

三重 8 協力事業・松原 受講資格：SSV研修Aの修了かつ正会員 受講料：48,000円

対象施設限定 8 的場 開催方式 定員 担当講師

- - 原 中止 5 村田

- - 原

スピリチュアルケアA・フォローアップ スーパーバイザー育成研修Ｂ’（個別指導） 受講料：40,000円

受講資格：研修Aの受講経験者で正会員 受講料：8,000円 開催方式 定員 担当講師

開催方式 定員 担当講師 オンライン 3 村田

オンライン 10 村田

オンライン 10 的場 苦しみを和らげる認知症ケア研修A

オンライン 10 原 受講資格：認知症高齢者などのケアに携わる福祉・医療専門職等 

オンライン 10 村田 受講料：28,000円

- - 原 開催方式 定員 担当講師

- - 原 終了 8 坂井

終了 7 村田

スピリチュアルケア研修Ａ2（入門コース2）

受講資格：研修A1または旧研修Aの修了者で正会員　　 苦しみを和らげる認知症ケア・フォローアップ研修A

　受講料：22,000円 受講資格：苦しみを和らげる認知症ケア研修Ａの修了かつ正会員

開催方式 定員 担当講師 受講料：8,000円

終了 8 的場 開催方式 定員 担当講師

対象施設限定 8 的場 終了 10 村田

- - 松原

- - 原 苦しみを和らげる認知症ケア研修B

- - 原 受講資格：認知症ケア研修Aの修了、フォローアップA受講者、かつ正会員

受講料：32,000円

スピリチュアルケア研修Ｂ（専門職コース） 開催方式 定員 担当講師

受講資格：研修A２または旧研修A'の受講かつ正会員 オンライン 5 村田

受講料：48,000円

開催方式 定員 担当講師 勉強会

中止 6 的場 オンライン開催中 8 的場

中止 5 村田

スピリチュアルケア・セミナーＡ（基礎編）

受講資格：医療・福祉従事者 

受講料：正会員・4,500円、非会員・5,500円

会話記録添削講座

定員 研修日

3 11月

3 12月～2月

3 1月～3月

対人援助研究所

定員 研修日 開催方式

6 終了 オンライン

6 10/1、 10/22、11/12、12/3、12/24、
1/14、1/28 オンライン

6 個別指導 オンライン

5 終了 オンライン

8 中止 オンライン

5 随時 オンライン

5 2月末 オンライン

＊受講料は全て税込みです。

＊聴講をご希望の場合、該当する研修の要項をご確認ください。

＊研修日程、開催地は変更になる場合があります。

＊黄色の欄が、受講受付中の研修となります。お知らせのページから、各募集要項をご覧ください

7/31、8/14、9/4

質問紙調査法Ｂ

調査研究法相談

記述現象学Ａ

質問紙調査法Ａ

対人援助特論　

スピリチュアルケア特論　

研究生

中止

予定なし

12/17

3/11

1/14、2/5,　2/25

3/4、4/1、4/22

1/17、2/7、2/28

1/22、2/12、3/5、3/26

対人援助研究所のページより、
各募集要項をご覧ください。

浅川

浅川

村田、浅川

村田

浅川

村田

村田

開催方式

中止

オンライン

対人援助・スピリチュアルケア研究会　　　2022年度　各研修の年間計画

研修日 研修日

5/28、6/18、7/9

8/13、8/27、9/10

第15回大会 　2022年 10月15日（土）開催修了　　多くのご参加ありがとうございました。

11/19、12/17、1/14

11/20、12/11、1/11

5/21、6/11、7/2

11/9、29、12/20

10/8、10/29、11/26

6/4、6/25、7/16

中止

研修日

研修日

未定

研修

認知症ケア(DMC)


研修

スピリチュアルケア(SPC)

スーパーバイザー(SSV)

中止

2/19

中止

村田

受講料：6,000円

担当講師

5/29、8月･11月･2月未定

受講料

村田

村田

研修日

担当講師

研修日

6/26、7/10、7/31

5/7

2/4、3/4、３/25

1/21

研修日

研修日

研修日

11/5

研修日

延期

1/7、2/4、2/25、3/18

参加資格：正会員　参加費：無料

10/22, 11/19, 12/17, 1/4

11/3,　23

中止

中止

研修日

中止

12/11、25,　1/16

2/12

中止

2/26、3/12、3/26

7/23、8/13、9/3


