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この度「ぬくもり群馬 2014 秋号」をご覧いただきまして、

記

誠にありがとうございました。今回から新しい広報担当理事
も加わり、初めての作成となりました。
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、
諸団体の皆様に当協会の活動について知っていただきたいと
いう思いから、協会だより「ぬくもり群馬」を発行し、今号で通
算 9 号目になりました。
当協会は病院、医療機関のソーシャルワーカーだけでなく、
介護保険事業所や自立支援事業所に従事している方なども
多数入会しています。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顔の見える関係構築ができることと思
います。
さて次号は平成 27 年 4 月頃に第 10 号を発行予定と
なります。今後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、ご協力の程よろしくお願いいたします。
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広報担当理事
小淵 匡（国立病院機構 沼田病院）
佐瀬 学（居宅介護支援事業所 きりゅう）
小林 一幸（角田病院）
星野 裕一（鶴谷病院）
星野 晴彦（美原記念病院）

2014

特

集

災害支援活動
～ 石 巻 レポート ～

認定社会福祉士制度について

平成 26 年 7 月 28 日から 30 日までの 3 日間、
日本医療社会福祉協会が続けている災害支援
の協力員として宮城県石巻市に行って参りま
した。沢山お伝えしたい事があり、まとまらな

群馬県医療ソーシャルワーカー協会

い部分もありますが、以下ご報告致します。
現在、石巻市では仮設住宅から復興支援住宅

会長 中井 正江（前橋赤十字病院）

への移行が行なわれています。復興支援住宅の
申し込み手続きは非常に煩雑であり、身体や心
理社会的状況によっては、手続きが難しい方も
いらっしゃいます。このような状況をふまえ、
「生活を共に考え、復興支援住宅の手続きを支

日頃より当協会及び医療ソーシャルワーカーに対

これは、医療という有資格者の中で働き、資格に

援する」ことも現地ソーシャルワーカー支援の

してご理解、ご協力いただきまして感謝申し上げま

対して意識の高い事は言うまでもありませんが、日

一つになっています。印象に残る出会いを一つ

す。

本の医療ソーシャルワーカー協会の団体である、日

紹介します。

さて、医療ソーシャルワーカーの基礎資格が社会
福祉士である事は広く社会的に認知され、診療報

仮設住宅に住み、復興支援住宅入居手続き中の独
居高齢者です。その方は、1 度落選し、既に申し込
みを締め切った復興支援住宅に「どうしても入居し

本医療社会福祉協会の取り組みが大きく寄与して

たい」と再び申し込み書類を市役所に送付したとい

いたと考えます。

う状況でした。既に募集が締め切られ、全世帯入居

酬への位置づけもされてきております。社会福祉士

当協会は日本医療社会福祉協会への同時入会

が決定しておりますから、入居が難しいのは明らか

の資格制度成立後四半世紀が経過する中、20 年

を条件としており、会員には常に自己研鑚をする姿

です。ご本人とお話をすると、手続きの仕組みがよ

目の平成 19 年に「社会福祉士及び介護福祉士

勢を求め、研修事業に力を注ぐと共に日本医療社

法」の一部改正において国家資格有資格者に更に

会福祉協会の研修への参加支援事業も行っており

高い専門性を認証する仕組みの構築を図る事が附

ます。そもそも「社会福祉士」の資格取得はあくまで

帯決議されました。それに伴い「認定社会福祉士」

も専門職として実践を行うためのスタートラインで

が定められました。

す。自己研鑚を続け、実践力を持っている証明とし

み慣れた地域への思いなど、心理社会的な視点での

「認定社会福祉士」とは、上記法の定める相談援助

ての「認定社会福祉士」が今後どのような資格にな

支援が必要であると感じた出会いでした。

を行う者であって、所属組織を中心とした分野にお

っていくかは、我々自身の活動にかかっています。一

支援の必要性を感じる一方、石巻市は着実に復興

ける福祉課題に対し、倫理綱領に基づき高度な専

人でも多くの仲間にこの資格を取得してもらい、患

に向けてすすんでいることを感じました。当協会か

門知識と熟練した技術を用いて個別支援、多職種

者さん、ご家族、所属組織、そして社会へ貢献でき

連携及び地域福祉の増進を行う事ができる能力を

るように当協会としても力を注いでいきたいと考え

有することを認めたものをいいます。高齢、障害、児

ます。

童・家庭、医療、地域社会・多文化の 5 分野毎の認
定となり、本年全国で 177 名、当県で 6 名の登録

関係機関の皆さまには、今後ともご指導、ご鞭撻
いただきますようお願い申し上げます。

く理解できていなかったことに加え、ご本人なりの
住居への思いが語られました。単に手続きをし、復
興支援住宅に住めればよいということではなく、住

らも支援に行き、当時の状況を知る人もいると思い
ますが、福祉避難所であった遊楽館は地域の体育館
として機能していました。大震災からたった数年で
ここまで復興できるのかと人間の力強さを実感しま

者 が 誕 生 し ま し た 。 177 名 の う ち 医 療 分 野 が

す。私は、門脇小学校に力強く咲くひまわり（今号

161 名、当県では 5 名を占め、実に全体では 9 割

表紙）が、それを象徴するように感じました。

以上が医療分野となりました。
前橋赤十字病院
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碓井
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祐太郎
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ソーシャルワーカーデー

昨年に続き、ソーシャルワーカーデーを群馬県
でも開催（平成26年7月21日 会場：群馬県社会福
祉総合センター）いたしました。
関係機関並びに関係者の皆様には、ご理解・ご協
力をいただき、御礼申し上げます。
主催団体は、群馬県内で活動するソーシャルワー
カー3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）
で、本年は当協会が幹事団体として、その任を担
いました。中井正江会長を実行委員長とし、各団
体より委員を選出し、検討を重ね準備しました。
本年のテーマは、「人生に関わるソーシャルワ
ーカー」～ライフステージ別に語ろう～と設定し、
昨年より時間を拡大、よりソーシャルワーカー同
士の交流促進を図るべく、プログラム内にグルー
プミーティング（5つのライフステージ別）を盛り
込み、また全国的にも著名な神奈川県立保健福祉
大学準教授の川村隆彦先生に記念講演「人生を豊
かにするＳＷになる－支援の原則とアプローチ
－」を行っていただきました。

平成２５年度 群馬県医療ソーシャルワーカーセミナー
at:群馬県社会福祉総合センター
群馬県在宅医療総合推進事業補助金（群馬県指令医第 30168-136）

医療と介護の連携を考える
特別講演「今後３０年間の群馬の医療状況の変化と多職種協働の必要性」
北里大学病院 小野沢 滋氏
シンポジウム

「医療と介護の連携における課題」
座長 国立病院機構 西群馬病院 尾方 仁 氏
コメンテーター 北里大学病院 小野沢 滋 氏

「医療ソーシャルワーカーの立場から」
国立病院機構 高崎総合医療センター

篠原 純史 氏

「施設の立場から」
グリーンライフ株式会社

岡田 知一 氏
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「訪問看護ステーションの立場から」

る目標があれば大きな力となる」「問題が
複雑でも、解決にはシンプルな原則を組み
合わせた取り組みが有効」と話していただ
き、会場の方々ともやり取りをしながら参
加型の講演となりました。
地域社会の中で、ソーシャルワーカーの
存在とその活動をより多く方に、理解して
いただき、よりよい社会づくりのために、
3団体の連携を図っていく機会としても、
このソーシャルワーカーデーin群馬を継
続していきたいと思います。
来年は、群馬県精神保健福祉士会が幹事
団体となります。皆様、是非来年もご参加、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

副会長
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竹内

群馬 開催

川村先生は、「誰かのために貢献でき

群馬県看護協会訪問看護ステーション高崎 友松 幸子 氏

「ケアマネジャーの立場から」
前橋市地域包括支援センター西部

山田 圭子 氏

群馬県在宅医療総合推進事業補助金の交付を受け、平成 26 年 3 月
30 日（日）に「医療と介護の連携を考える」をテーマにセミナーを開催しま
した。
後援を、群馬県、群馬県看護協会、群馬県社会福祉士会、群馬県精神
保健福祉士会、群馬県介護支援専門員協会（順不同）から頂き、医療ソー
シャルワーカー、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、介護支援専門員、介
護職員、学生など、合計 115 名の参加で質疑応答も活発に行われました。
『疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい
生活を続けるためは、地域における医療と介護の関係機関の連携が必要
である。社会生活上の困難に直面する患者・家族の支援に関しての理解を
深めるとともに、関係機関の連携向上を図り、患者・家族の生活支援に資
することを目的とする。』という当初の目的は、果たされました。

勇治

研修担当
ぬくもり群馬 2014 秋

岡田 知一
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平成２６年度 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 新人研修
7 つの講義内容
「医療ソーシャルワーカーの価値と倫理」

平成 26 年度県協会の新人研修を終えて…。
「記録」
平成 26 年 7 月 19 日（土）20 日（日）の 2 日間、前橋市総合福祉会館にて、平成 26
年度新人研修を行いました。今年度は 1 年目が 20 名、2 年目が 4 名の合計 24 名の参
加となりました。
会長をはじめ、協会員から選出した講師陣により、シラバスに基づいた講義を行いまし
た。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、わかりやすく学んでいただきました。
1 日目終了後には、仲間づくりを目的とした交流会を行いました。
終了後の感想では、『ソーシャルワーカーとして何が大切なのか、どういったことに意識を
おくべきなのかを学べました。』、『知識や技術に加えて患者さんを理解する姿勢であった
り、身だしなみであったりと基礎的なことも大切であると感じました。』、『新人ソーシャルワ
ーカー同士で話をする機会が持て、焦る気持ちと業務に取り組む意欲や刺激を受けまし
た。』等の意見が聞かれ、それぞれ前向きにソーシャルワーク実践の基礎について学ぶ機会
となりました。
本年 12 月には、新人研修
の事例検討演習が予定されて
おります。7 月の集中講義と
12 月の演習を受講すること
により、日本医療社会福祉協
会の認定医療社会福祉士ポ
イント認定申請の対象となり
ますので、ぜひご検討頂きたい
と思います。また、シラバスに
つきましても、毎年ご意見頂き
ながら少しずつ変化させており
ます。より充実した新人研修と
なるために、皆様からのご意見
等も併せてお待ちしておりま
す。

研修担当
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神澤 礼奈
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「アセスメント」
「社会保障制度」
「面接技法」
「組織とチーム医療」
「事例検討」

フレッシュマンレポート
7 月 19 日、7 月 20 日の 2 日間にかけての新人研修に参加させて頂き、各講師の方よりご講義を頂
きました。どの講義も、新人 MSW の私にとって大変勉強になりました。特に「医療ソーシャルワーカーの
価値と倫理」の講義においては、学生時代、実際の援助との結びつきが充分理解できず、漠然と学ん
でおりましたが、研修を通し MSW として基礎であるということを学び、業務を行う中で一つの基準と
し、意識をしてソーシャルワークに挑みたいと思いました。
また、講義以外にも同じ新人の MSW と交流をさせてもらい、喜びや悩みの共有をすることができま
した。悩んでいるのは、自分だけではないと感じることができ、前向きに業務に取り組めるようになれま
した。
MSW として医療ソーシャルワーカー協会に入会させて頂いた以上、研
修会等に積極的に参加し、自己研鑽に励み、患者様の希望に添える支
援を実施できるよう、努めたいと思います。

内田病院 水越雅也
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