
　当協会は、昭和37年に設立し、群馬県内の保健福祉・医

療機関で働くソーシャルワーカーが集まり活動をしておりま

す。ソーシャルワーカーとしての資質向上、ネットワーク作

り、社会福祉の増進、地位の確立を図るため日々努力をして

いるところです。

　現在、医療ソーシャルワーカーとして勤務されている方、

新入職員として勤務されている方など、当協会で一緒に活動

をしてみませんか。

■当協会の主な活動について
・4ブロックに分かれて、研修・事例検討
・定例会やその他活動等
・全体研修
・新人研修
・グループサポート研修
・その他主催の研修
・会報やホームページを利用しての情報発信
・メーリングリスト活用
・社会活動(災害支援活動など）

■会費
・正会員　　5,000円
・賛助会員　5,000円

入会については協会ホームページをご覧ください。

★群馬県医療ソーシャルワーカー協会
http ://www15.wind.ne . jp/~mswg-gunma/

　「ぬくもり群馬」201３秋号をご覧いただき

まして、誠にありがとうございました。

　私たち群馬県医療ソーシャルワーカー協会で

は、関係機関、諸団体の皆さまに、もっと当協会

を知っていただきたいとの思いから、協会だより

「ぬくもり群馬」を年２回発行いたしておりま

す。今号で通算７号目となりますが、現在までの

バックナンバーは協会ホームページにアップロー

ドしておりますので、ぜひご覧になってくださ

い。

　当協会では、平成24年度より賛助会員の会費

を一般会員と同額にさせていただき、門戸を広く

開放いたしました。

　現在は、病院、医療機関のソーシャルワーカー

だけではなく、介護保険事業所に従事する者、自

立支援事業所に従事する者も多数入会しておりま

す。情報収集や各種研修会等を通じて、ソーシャ

ルワーカー同士が顔の見える関係を構築できるこ

とと思います。

　さて、次号は平成2６年３月頃に発行の予定で

す。今後とも、群馬県医療ソーシャルワーカー協

会への変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

■広報担当理事
国立病院機構沼田病院　　　小淵　匡
有限会社さくらファミリー　佐瀬　学 
中央群馬脳神経外科病院　　村井雅子

ぬくもり群馬
群馬県医療ソーシャルワーカー協会
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P２　ご挨拶

P３　ソーシャルワーカーデイ2013in群馬

P４　研修レポート～平成25年度新人研修～

P６　研修レポート～平成24年度全体研修～

P７　50周年記念誌発刊によせて

P８　リレーフォーライフジャパン2013ぐんま

　　　入会のご案内・編集後記

　10月12日（土）～13日（日）「リレーフォー

ライフ・ジャパン2013ぐんま」が、群馬総合ス

ポーツセンターふれあいグラウンド（前橋市関根

町800番地）にて開催されます。

　リレー・フォー・ライフ（Relay For Life）と

は、がん患者や家族、その支援者らが公園やグラ

ンドを会場に交代で２４時間にわたって歩き、が

ん征圧への願いを新たに絆を深め合う寄付イベン

トです。

　1985年にアメリカ人医師が、がん患者を励ま

し対がん運動組織に寄付する目的で、「がんは２

４時間、眠らない」「がん患者は２４時間、がん

と闘っている」をメッセージとしてフィールドを

走ったことから始まりました。現在では全米約

5,500カ所、世界２０カ国で開催されています。 

リレーフォーライフ・ジャパン2013ぐんま

当協会も参加しています！！

　日本国内では2006年９月につくば市で第一歩

を踏み出し、2012年には３７か所で実施されて

います。目的は患者・家族・支援者を称え支える

こと、亡くなった人たちの追悼、がんの啓発活

動、そして募金活動です。このイベントは関係者

のみならず一般の人々が自由に参加いただくこと

により、地域社会全体でがんについて考える契機

になることを願っています。

　当日、当協会では『医療福祉相談』コーナーを

担当します。気軽に立ち寄っていただき、「語り

合い、がんに立ち向かえる場」を目指します。ま

た、ご希望がある場合は、個別の相談にも応じま

す。どうぞ、お気軽にご相談ください！！

入会のご案内 編集後記



でイベントを開催するところが増えてきまし

た。そこで、本年、当県では、当医療ソーシャ

ルワーカー協会、精神保健福祉士会、社会福祉

士会の3団体で「ソーシャルワーカーは社会に

認められているか？」をテーマにして講演会と

シンポジウムを初めて，共同開催しました。

　3団体の成り立ちを少し紹介しますと、まず

当協会が昭和37年に結成されて、当時は社会福

祉が社会事業の名残の時代であり、当協会名は

「群馬県医療社会事業協会」という名称で産声

を上げました。当時は、社会福祉の国家資格は

なかったのですが、多くは社会福祉を学び病院

などで勤務している方々だったと聞いておりま

す。平成5年精神保健福祉士会の前身である

「群馬県精神医学ソーシャルワーク研究会」精

神保健分野のソーシャルワーカーの団体として

発足し、2001年に精神保健福祉士法が施行さ

れ群馬県精神保健福祉士会の名称変更、2006

年社団法人日本精神保健福祉士協会群馬県支部

となりました。昭和63年に「社会福祉士及び介

護福祉士法」が成立し、平成4年に「群馬県社

会福祉士会」が設立されました。このように同

じソーシャルワーカーでありながら、働く場所

や資格制度で別々の団体となってしまった歴史

があります。

　今回、3団体が結集して、「ソーシャルワー

カーは社会に認められているか」という厳しい

テーマで、まずは足元から見つめ直す機会とな

りました。我々ソーシャルワーカーがソーシャ

ルワーカーとしての力量を発揮できる社会を作

り、患者さんや利用者、そのご家族の期待に応

えられるよう今後とも努めていきたいと考えて

います。

　日頃より関係機関の皆様におかれましては、

当協会の活動にご理解、ご協力いただきまして

感謝申しあげます。例年にない暑さとなった今

年の夏は、記録的豪雨で被害を受けた地域、水

不足で生活や農作物にも影響が出ている地域、

熱中症で搬送される方、亡くなる方など、自然

の脅威を感じる出来事が絶えず、自然の前では

人間の力の微力さを感じます。その一方、夏の

甲子園大会においては、群馬県代表の前橋育英

高校野球部が、初出場初優勝という快挙を成し

遂げ、人間の挑戦し続ける勇気と力を感じた夏

でもありました。

　さて、7月の第3月曜日は何の日がご存じで

しょうか？もちろん「海の日」ですが、もう一

つの記念日があります。「ソーシャルワーカー

デー」です。2009年社会福祉関係の全国的な

職能団体、養成教育機関、施設、社会福祉関連

学会の17団体が加盟するソーシャルケアサービ

ス従事者研究協議会が、祝日である「海の日」

を我が国の「ソーシャルワーカーデー」と決め

ました。海の日とした理由は、ソーシャルワー

カーは全ての人を（海には国境がない、一つで

ある）、力強く（海にはパワーがある）、かけ

がえのない存在として（海は人類の母胎であ

る）、支援する実践者（ソーシャルワーカー）

であることから、その活動を海にたとえ、「海

の日」に設定されました。これは国際ソーシャ

ルワーカー連盟（ＩＦＳW）が2008年ブラジ

ル総会で「世界ソーシャルワーカーデー」（毎

年3月の第3火曜日）を設定したことが契機と

なって定められました。

　中央(東京)では2009年より、ソーシャルケア

サービス従事者研究協議会が中心となり、イベ

ントが開催されてきました。最近では各県単位
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　お陰様で無事に記念誌を発刊することができま

した。ここに改めて、ご協力、ご尽力いただいた

皆様に心より感謝申し上げます。

　記念誌のタイトル、「“支える”～援助者であ

り続けるために～」の名付け親、中井会長には心

より敬意を表します。5人の制作委員がいろいろ

案を出し合いましたが、どれも今ひとつピンとく

るものがなく、最後は中井会長に全て任せてし

まった経緯がありました。何も、格好つけたもの

や、ひねったタイトルでなく、素直に考えれば良

かったのです。飾らない、ありのままのタイトル

に喜びと誇りを感じます。

　私たちソーシャルワーカーは50年間、確かに

利用者に寄り添い、支えるというスタンスでやっ

てきたのです。それは、今この瞬間も変わること

なく、これから先も、未来永劫、不変的なスタン

スであると思っています。そのスタンスを忘れな

い限り、私たちは援助者であり続けるのです。

ご挨拶ご挨拶

群馬県医療ソーシャルワーカー協会

会長　中井正江（前橋赤十字病院）

群馬県医療ソーシャルワーカー協会

会長　中井正江（前橋赤十字病院）

50周年記念誌発刊に寄せて

50周年記念誌制作委員会

委員長　宇野浩文（群馬リハビリテーション病院）

　時代背景は変わっても、人の幸せは、支えた

り、支えられたりする相互扶助の上に成り立つも

のだと考えています。私たちソーシャルワーカー

も実は利用者に支えられ、成長してきたからこ

そ、50年もの長きに渡り専門職として実践して

こられたのでしょう。本当に幸せなことです。そ

のことに感謝しつつ、新たな気持ちで、この先も

援助者であり続けていきたいと思います。　

　記念誌を手にした皆様はどのような想いになら

れたでしょうか。昔を知る人には記事に懐かし

み、若い方々には群馬県協会の歴史を知ってもら

えたら幸いです。そして、同じ歴史の上に立つ同

志として、これから先はベテラン、中堅、新人み

な一緒に同じ夢を見ていきましょう。同じ夢に向

かって歩んでいきましょう。



平成２４年度第２回全体研修

　平成２５年３月２日（土）群馬県公社総合ビル

にて、平成２４年度度第２回全体研修を開催しま

した。参加人数は55名(東毛：15名　中毛：12

名　北毛：12名　西毛：16名)でした。「シス

テム理論でアセスメントをしてみよう」という表

題にて、昨年度に続き会員からの要望の多かった

西片医療福祉研究会の山田美代子先生を講師とし

てお招きしました。

　変化のプロセスを基盤としたジェネラリスト・

ソーシャルワーカーにおけるアセスメントは複雑

なプロセスを持ち、データの構造化、深さ・幅・

意味の分析が必要となります。その複雑なアセス

メントデータの構造化を助けるエコシステムアプ

ローチを理解するにあたり、システムの本質的理

解と、日々の実践のアセスメントの適切さの振り

返りや、サブシステムの限界を感じることが目的

であり、前半は講義中心、後半はミニ演習として

受講した会員の日々の実

研修レポート

「システム理論でアセスメントをしてみよう」

西片医療福祉研究会　代表　山田美代子氏　
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神澤礼奈（希望館病院）

　ソーシャルワーカーは、全ての人を（海には

国境がない一つである）、力強く（海にはパ

ワーがある）、かけがえのない存在として（海

は人類の母胎である）、支援する実践者（ソー

シャルワーカー）であることから、その活動を

海にたとえ、「海の日」をソーシャルケアサー

ビス従事者研究協議会が「ソーシャルワーカー

デー」として創設しました。

　今回、群馬県で三団体（群馬県社会福祉士

会・群馬県精神保健福祉士会・群馬県医療ソー

シャルワーカー協会）主催で、初めての開催と

なったソーシャルワーカーデーのイベントが、

7/15(祝月)に開催され、実行委員として、参加

させていただきました。

　高崎健康福祉大学教授金井先生の基調講演、

また三団体会長をパネリストとして、パネル

ディスカッションが行われました。その中で、

金井先生より「他職種連携こそがソーシャル

ワーカーのアイデンティティ。」との言葉があ

りました。

ソーシャルワーカーデイ２０１３ in 群馬ソーシャルワーカーデイ２０１３ in 群馬
2013.7.15　群馬県社会福祉総合センター

青木優一（群馬大学医学部附属病院）

　私たちソーシャルワーカーは、「全ての人を、

かんがえのない存在として、支援する実践者」で

あることをもっともっと私たち自身が自信と誇り

を持って行かなくてならないのではいか、また、

それをこの社会に知ってもらってこそ、連携を推

進してこそ、私たちの使命を果たし、その力を発

揮していけるのではないかと、このイベントを通

し、学び、考えさせられました。

　閉会の際の三団体会長が連携を約束する誓いの

握手は、とても印象的でした。

　中井会長からも、上毛カルタの「ちから合わせ

る200万」の札になぞらえ、「ちから合わせる

ソーシャルワーカーinぐんま」の第一歩にしよう

との呼びかけもありました。

　このつながりをもっともっと外へ広げ、ソー

シャルワーカーが世の中に浸透できるよう私自

身、その実践者であり続けたいと思います。

いざ皆さんの力を結集いたしましょう！

Social Worker
全ての人を、力強く、かけがえのない存在として、支援する実践者・・・

践の悩みや、実践の限界を先生の具体例と共に理

解する時間となりました。

　研修終了後の懇親会では遅くまで熱心に語る会

員と先生の姿がとても印象的で、群馬県協会との

絆の深さを感じることができました。

　研修終了後のアンケートでは、今後の業務に生

かせるかという問いに対して、合わせて97％の

良好な返答を得られましたが、中には内容的に難

しかったというコメントもあり、次回の研修をど

う構成していくか課題も残りました。研修目的の

「それぞれ人と環境がどのような相互作用を生み

だしているかを包括的に捉えたシステム理論に基

づくアセスメントを理解するとともに、サブシス

テムの限界を考える機会をもつ。経験年数に応じ

た省察により、ソーシャルワーカーとしての資質

の向上を目指す。」は概ね達成することができた

と考えます。

2013.3.2　群馬県公社総合ビル　



　

新人研修に参加して

栗原知美（慶友整形外科病院）　　
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平成２５年度新人研修　

研修レポート 山口利香（恵愛堂病院）

　7月の海の日、ソーシャルワーカーデイの直前

に行われている群馬県協会の新人研修も毎年恒

例の日程となってきました。今回も、7月13日

（土）14日（日）と2日に渡り、群馬県社会福

祉総合センターにて行いました。

　今年は、対象とした新人が2年目・4名、1年

目・18名であり、合計22名という多数の参加

を頂きました。各会員の皆様・所属の諸先輩方

には参加へのご理解・ご協力を賜り、誠にあり

がとうございました。この場を借りて改めてお

礼申し上げます。

　研修は、

①「医療ソーシャルワーカーの価値と倫理」

②「記録」

③「アセスメント」

④「社会保障制度」

⑤「面接技法」

⑥「組織とチーム医療」

⑦「事例検討」

という7つの講義内容で行いました。

　中井会長をはじめ、各講師の方より講義を頂

き、倫理綱領、行動指針、ソーシャルワーク実

践を構成据える基盤要素、記録やアセスメント

の意義、面接の目的・技法や事例検討等、新人

向けにわかりやすく説明頂きました。
　7月13日（土）、14日（日）の二日間におい

て、「医療ソーシャルワーカーとしての価値や

倫理」、「記録の方法」、「アセスメントにつ

いて」、「社会保障制度の知識」、「面接技

法」、「連携組織とチーム医療について」、

「事例検討の方法と実践の検証」のご講義をい

ただきました。

　研修に参加させていただき学んだことは、多

職種とチームとして連携して患者様の支援を

行っていくために、ソーシャルワークの専門職

として必要な知識や技法、視点について学ぶこ

とが出来ました。

　今回の研修は、グループワーク形式であり、

同じグルーブ内のメンバーの多彩な視点や考え

方に触れる機会を得られました。広い視野を

もって多角的に検討できることで、個人ワーク

では行きつかない質の高い内容、情報交換をす

2013.7.13-14　群馬県社会福祉総合センター

ることができたと感じております。また、他病

院の新人医療ソーシャルワーカーと交流も図る

ことができました。新人同士ということもあ

り、和気藹々と語らうことができ、モチベー

ションを高め合えたと感じております。何より

ソーシャルワーカーの強みである横の繋がりを

意識できた研修会となりました。

　講師をしてくださった先輩医療ソーシャル

ワーカーのようになれるよう、今後も研修会に

積極的に参加し、学ぶ姿勢を大切にし、少しず

つでも成長していけるよう努力していきます。

貴重な休日をスーパービジョンに当てていただ

いたことに感謝し、患者様が望む生活を送るこ

とができるよう支援するために、ここで学んだ

ことを活かしていきたいです。

　終了後のアンケートでは、

・『ソーシャルワーカーとして価値や倫理につ

いて理解し、根拠に基づいた実践を行うことが

重要であることを理解できた。胸を張って、

ソーシャルワーカーと名乗れるように実践を積

んでいきたい』

・『講義を聴き日頃の業務と照らし合せると心

が痛い思いもありました。ソーシャルワーカー

としての言動にもっとアセスメントの要素を持

たせないといけないと思いました。未熟すぎる

ことが多いですが、もっともっと勉強しようと

感じさせてくれました』

等の意見が聞かれ、個人個人が前向きにソー

シャルワーク実践の基礎について学ぶ良い機会

となりました。

　また、今年度は新人研修用のシラバスを作成

し、目的・達成目標を講師の方々に提示した上

で研修を行うことが出来ました。今後、シラバ

スの内容を再検討していくことで更に新人研修

を洗練していけるのではないかと、嬉しい課題

も見えてきた今回の研修でありました。
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