
　当協会は、昭和37年に設立し、群馬県内の医療

機関や保健福祉施設など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。

　ソーシャルワーカーとしてお仕事をされている皆

さん、当協会で一緒に活動をしてみませんか！！

■活動内容

・4ブロックに分かれて、研修・事例検討など

・定例会

・全体研修

・新人研修

・その他主催の研修

・社会活動(災害支援活動など）

・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

・委員会活動

■会費

・正会員　　5,000円

・賛助会員　5,000円

■事務局

〒371-8511

群馬県前橋市昭和町三丁目３９番１５号

（群馬大学医学部附属病院　患者支援センター内）

TEL:027-220-7111 FAX:027-220-8779

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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県協会ホームページ

リニューアルのお知らせ

　当協会では、プロバイダの変更を期に、

ホームページのリニューアルをすることにな

りました。

　ホームページリニューアルに伴い、ホーム

ページ委員会を立ち上げ、議論等を行いなが

ら右記のようなページを作成しました。

　従来に比べて、シンプルなレイアウトに

し、利便性の向上を図りました。今後は、コ

ンテンツや内容について適宜更新につとめ、

充実したホームページ運用をしていきたいと

思います。

群馬県医療ソーシャルワーカー協会

http://mswgunma.sakura.ne.jp/

広報担当理事

小淵　匡（沼田病院）

会員募集のお知らせ

群馬県医療ソーシャルワーカー協会

ぬくもり群馬2014春号　群馬県医療ソーシャルワーカー協会

　「ぬくもり群馬2014春号」をご覧いただき、誠

にありがとうございます。

　50周年を迎えた当協会では、2013年度、記念

誌の発行や記念事業講演会を行いました。　

　また、群馬県社会福祉士会や群馬県精神保健福祉

士会と合同の「ソーシャルワーカーデイ2013in群

馬」開催や、「リレー・フォー・ライフ・ジャパン

2013　ぐんま」への参加など、昨年度は新たに取

り組んだことが多くありました。

　一方で、災害支援活動など、継続的な活動にも力

を入れています。

　協会内では、6つのテーマに沿った委員会の立ち

上げや、年度をまたいだ系統だった研修を行うな

ど、活発な活動が行われています。

　近年、地域包括ケアシステムが導入され、他職種

連携が重視されるなかで、ソーシャルワーカーの活

躍できる場がますます広がってきています。その責

任をしっかりと認識し、協会活動を通して、自己研

鑽に努めていきたいと思います。

　今後とも、当協会への変わらぬご指導、ご支援の

ほど、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

編集後記



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）

災害支援活動災害支援活動石巻レポート

東毛敬愛病院　阪下潤一

　まず初めに、震災から3年、協会として支援のバ

トンを繋いできて頂けたことへ敬意を表すると共

に、感謝の意を申し上げます。

 僕自身、入職2年の新人で、正直な所、現地活動に

参加する事により力になれたとは考えておりませ

ん。「じゃあ、なんで行ったの？」と感じる方々も

多いのではないのでしょうか。昨年の臨時総会で初

めて石巻へ行った際に、現地を見て感じたこと、あ

れから1年で何が進んでいて、何が進んでいないの

かを感じること、新人でも行けるんだと主張するこ

とを目的とし、今回の支援活動に参加しました。

　活動を通じて感じたこと、まず１つめに、被災は

地震だけでなく、その夏の豪雨被害も手伝っていた

こと、2つめに、現地は官民一体となって復興活動

を進めているということを感じました。県内でも多

職種連携については積極的な活動が進んでいると感

じていますが、現地での活動は非常に参考となるも

のでした。

　社協との合同会議では、各地区の方々の参加が、　

災害支援活動

　医療ソーシャルワーカーは介護保険法が

制定される以前より、患者さんの療養の場

について相談支援をし、要介護状態で自宅

退院する方には、身体障害者福祉法や老人

保健法などのサービスを利用して自宅退院

が可能となるよう支援してきました。　

　今後も“退院支援”に於ける医療ソー

シャルワーカーの役割は、所属している機

関の課題のみならず、地域の課題として

益々重要になってくると思われます。しか

しながら、医療ソーシャルワーカーは単に

退院先を探すのではなく患者家族が、納得

してこれからの生活、療養生活を検討で

き、安心して退院できるよう支援していか

なければなりません。そのためのスキル

アップが当協会としても取り組むべきとこ

ろであることを再認識しております。

　今後ともご指導、ご鞭撻いただきたく、

よろしくお願い申し上げます。

　記録的な大雪に襲われ、日常生活の脆

さを目の当たりにした、今年の冬でし

た。被害にあわれました方々には、お見

舞い申し上げます。関係機関の皆様に

は、日頃より当協会の活動及び医療ソー

シャルワーカーの活動に対してご理解と

ご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。

　さて、皆様もご存じの通り、団塊の世

代が75歳以上となり、国民の医療や介護

の需要が、更に増加する“2025年問

題”への対応が急がれています。昨年2月

には県が主催して「群馬県在宅チーム医

療地域リーダー研修」が開催され、医

師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマ

ネジャーの方々と一緒に当協会が推薦し

た22名が参加しました。そして本年度

は、リーダー研修を受けた方々が中心と

なって企画運営し、各地域で同様の研修

が開催され、多くの地域で当協会から推

薦をした医療ソーシャルワーカーが参加

しました。

ご挨拶
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より強固な関係を築けている様に感じます。 

　初日の昼食で訪れた蛤浜のはまぐり堂では、

津波による被災に続き、豪雨による土砂崩れか

らの復興・再建を果たし、趣き深いカフェを運

営されています。雄勝地区をまわった際には大

川小学校の被災を目の当たりにし、目頭が熱く

なってしまい、北上川の氾濫という想像もでき

ない恐ろしさを感じました。

　この文中では伝えきれない想いを3日間で体

験させて頂き、僕自身が御礼を言いたいくらい

に、現地の方々とのすばらしい触合いをするこ

とができました。

　最後に、災害支援活動に参加することによ

り、スキルアップへの期待は当然のことなが

ら、メンタル面での向上を感じることが出来ま

す。経験値の少ないMSWの積極的な参加、そ

の参加環境を作る上長の配慮を、切なる思いと

して報告させて頂きます。参加の際には是非声

をかけて下さい。また行きたいので！！

女
川
町
の
漁
港

大
川
小
学
校

コンクリート部分も津波によりグニャリと曲がる

蛤
浜
の
は
ま
ぐ
り
堂

災害支援活動に参加して災害支援活動に参加して



群馬県医療ソーシャルワーカー協会

５０周年記念事業講演会を終えて
５０周年記念大会講演実行委員長

木村晋也（イムス太田中央総合病院）

　群馬県医療ソーシャルワーカー協会50周年記

念事業講演会を、皆様の多大なるご支援を得

て、さる平成25年9月26日に群馬会館を会場と

して開催することができました。100名を超え

る会員および関係団体の皆様にご参加いただ

き、ヘネシー澄子先生をお招きし、「心的トラ

ウマの最新知識と MSWの役割再検討」と題し

まして、記念講演を行うことができました。

　昭和37年8月に群馬県医療社会事業協会を設

立し会員27名で始まった協会も、医療の変革と

歴史の流れとともに、平成13年に群馬県医療

ソーシャルワーカー協会に名称を変更し、会員

数200名を超える大きな組織へと発展してまい

りました。

　先日、50周年記念誌が発刊されましたが、タ

イトルにもあるように「支える・支援者であり

続けるために」の言葉は50年という長い間、今

も昔も変わらないソーシャルワーカーの役割で

あると思います。私たちは日常生活の中でさま

ざまな出来事とともに生活を送っています。個

人的な小さな出来事から未曽有の災害などの大

きな出来事まで、その度に私たちは支えあいな

がらその時、その時を乗り越えてきました。医

療や福祉の現場では、ソーシャルワーカーと患

者や利用者、そしてその家族という関係の元に

癒し与える支援者であること、すなわち、全て

の人を、このうえなく大切な存在として、支援

する実践者であることを私たちソーシャルワー

カーは忘れてはならないと思います。
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　3年前の3月11日、記憶に強く刻まれた東日本大

震災。多くの人が亡くなり、被災者は悲しみと失

望に包みこまれました。県協会では新潟県中越地

震での経験を生かし、「群馬方式」として日本医

療社会福祉協会と共に展開された災害ソーシャル

ワークは、多くの課題を残しつつも、日本のソー

シャルワークの歴史に1ページを刻む大きな発展的

出来事の一つであると思います。ヘネシー澄子先

生の講演にもあったように、災害時のソーシャル

ワーカーの役割は沢山あります。人と人とを繋

ぎ、被災者に寄り添いながら支援を続けていくこ

と、支える支援者であり続けることが復興を進め

る『こころ』の原動力の一部であり続けたいと思

うところです。

　10年後、20年後のソーシャルワーカーのあるべ

き姿とはどのようなものでしょうか。ソーシャル

ワーカーは歴史と共に変化し続け、今、「ソー

シャルワーカー」が専門職として存在しているの

は、先輩ソーシャルワーカーの方々が努力を重ね

て築きあげた結果だと思います。私たちは専門職

として「支える・援助者であり続ける」ことを胸

に、自己研鑽し日々努力し続けることが、これか

らのソーシャルワーカーの役割であることを忘れ

てはならないと思います。

　最後に、50周年記念大会講演実行委員および運

営協力していただいた会員の方々、そして、協会

設立から今日まで支え続けてきてくださいました

皆様に感謝を申し上げるとともに、群馬県医療

ソーシャルワーカー協会のさらなる発展を祈念い

たします。ありがとうございました。

群馬県医療ソーシャルワーカー協会

５０周年記念事業講演会を終えて

左から、中井会長、ヘネシー澄子氏、木村さん

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2013　ぐんま

　群馬県初！！「つながろう がんに負けない 

いのちのリレー」とのテーマのもと、がんに立

ち向かう日々の体験を語り合い、リレー方式で

24 時間歩きながら寄付を募るチャリティーイ

ベント「リレー・フォー・ライフ・ジャパン

2013　ぐんま」が開催されました。

　当協会も、6 名の実行委員を中心に、30 名

を超える多くの協力員と共に、募金活動・相談

コーナーにおける医療福祉相談やリレーウォー

クに参加させていただきました。

　過日行われたソーシャルワーカーデー

2013in群馬 では、『私たちSW は「全ての

人を、かけがえのない存在として、支援する実

践者」であることを、もっともっと社会に知っ

てもらってこそ、その使命を果たし、その力を

発揮していけるのではないか』と、学ばせてい

ただきました。

　その実践の一つとして、このリレーフォーラ

イフは、大きなチャンスと捉えました。

　オリジナルTシャツやのぼり旗の作成、ぬく

もり群馬やMSWの役割について作成したチラシ

の配布、パネルの設置を通して、地域社会の皆

様に、当協会やMSWの存在を知ってもらう大変

貴重な活動ができました。　

　また、当協会名の入ったのぼり旗を高く掲

げ、歩き続けたリレーウォークでは、いのちの

リレーを24 時間つなぎ続けることができまし

た。これは、MSWとしての熱い思いが結晶した

予想外の結果でした。この熱い思いをさらに繋

げ、SWがこの社会に浸透できるよう私自身、

その実践者であり続けたいと感じさせるイベン

トでした。

　ご協力いただいた皆様、誠にありがとうごい

ました。この場を借りて、厚く御礼を申し上げ

ます。

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・・・

活動報告 2013.10.12（土）～13（日）

青木優一（群馬大学医学部附属病院）

お
揃
い
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
で
力
を
合
わ
せ
ま
し
た

医療福祉相談ブースを設置

の
ぼ
り
旗
を
持
っ
て
二
十
四
時
間
歩
き
続
け
ま
し
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★群馬大会の参加

人数は76,908人

で、2013年度で

は全国3位となり

ました。

★また、募金や寄

付金などの総収入

では、全国4位と

なっています。

★県民の関心の高

さが伺える結果と

なりました。



佐藤拓海（高崎総合医療センター）

平成2５年度第1回全体研修
◆統合的短期型援助（ISTT）を学ぶ

小原眞知子氏　東海大学健康科学部社会福祉学科教授

　平成25年度第1回全体研修を12月7日（日）

13:30～16:30、高崎総合医療センターにて開

催しました。本研修には、54名の方々にお申し

込みいただき、研修内容に対する期待の高さを

感じました。当日の参加人数は、最終的に48名

の方々にご参加いただき、無事終了となりまし

た。

　今回の全体研修を企画させていただくにあた

り、「ISTTの概念を通して、基礎的理論のとら

え方や時間の意識的な活用などを学ぶこと、ま

た、研修を通して、県協会員が日本協会のISTT

研修への参加や更なる自己学習へつながるこ

と。」を目的としました。

　研修内容として、小原眞知子先生（東海大学

健康科学部社会福祉学科教授）をお招きし、

「統合的短期型援助（ISTT)を学ぶ」をテーマ

に講義していただきました。

 　前半は、グループワーク形式でISTTのエッセ

ンスや展開について、ディスカッションを交え

ながら講義していただきました。後半は、前半

で学んだ内容を踏まえ、ISTTの視点から事例を

とらえ、アセスメントを行うグループワークを

行いました。

　研修終了後、アンケート（五段階評価）にご

協力いただきました（回収率93.8％）。アン

ケート結果として、「時間について（5：長い

～1：短い）」、1～2の評価が57.7％と、3時

間の研修では短いとのご意見をいただきまし

た。また、「内容の理解（5：理解できた～1：

難しい）」、5～4の評価が60.0％、5～3まで

の評価は93.3％と、短い時間ながらも概ね理解

することができたとの評価をいただきました。

そして、「今後の業務に活かせそうか（5：活

かせる～1：そうでもない）」、5～4の評価

が、93.3％と、良い評価をいただきました。ま

た、下記の通り、参加者よりご意見・ご感想を

頂きました。　

【研修の時間について】

・「講義が本来2日間で行っているものを3時間

としたことで、早いペースで進んだと感じまし

た。より理解を深めるために、今後また研修会

への参加や、本の購読をしていきたいと思いま

す。」

【研修を通しての感想】

・「短い時間でしたが、ＩＳＴＴの基礎につい

て学ぶことができ、とても参考になりました。

短い援助期間で、時間を有効活用し、どこまで

アセスメントでき、本人・家族と共有していく

かは、とても重要であると感じました。明日か

らの支援に早速活かしていきたいです。」

・「ＩＳＴＴの理解がより進むよう、他のアプ

ローチや理論も学びたいです。」

・「あっという間の研修でした。日本協会の研

修にも参加したいと思いました。」

上記以外にも様々なご意見・ご感想をいただき

ました。研修を通して日々の実践を振り返り、

新たな気づきを得ることができたとのご感想が

多かったです。

　アンケート結果を踏まえ、今回の全体研修の

目的は、概ね達成できたと考えます。また、今

後の研修の企運・運営等の参考にさせていただ

きたいと思います。アンケートへのご協力あり

がとうございました。

　最後になりましたが、研修事業に対するご意

見等ありましたら、ご連絡いただければ幸いで

す。どうぞ宜しくお願い致します。

平成25年度第２回全体研修

　平成26年2月1日（土）13:30～16:30、前

橋市総合福祉会館にて平成25年度第2回全体研

修が行われました。名古屋にある金城学院大学

の浅野正嗣先生を講師にお招きし、「ソーシャ

ルワークにおける家族支援～家族システムを考

える～」をテーマに研修を行いました。当日

は、50名の参加で、経験年数1年目から25年目

以上と幅広い方の参加となりました。

　ソーシャルワーク定義の中で、ソーシャル

ワークによる介入範囲は個人だけでなく、“家

族への援助や家族療法までを含まれる”と定義

されており、医療ソーシャルワーカー業務指針

にも“家族関係の調整を援助すること”“家族

の精神的緒苦痛の軽減・克服・生活の再設計を

援助すること”などがあげられ、医療現場で退

院や介護について、また終末期の療養等で、家

族支援の場が多くあると思います。そのような

中で、今回はシステム論を利用した家族支援の

須藤亜紗子（伊勢崎市民病院）

◆ソーシャルワークにおける家族支援　～家族システムを考える～

浅野正嗣氏　金城学院大学人間科学部コミュニティ福祉学科教授

方法を、講義・演習を通して学ぶことが出来ま

した。

　特に、家族造形法を用いた事例検討の演習で

は、参加メンバーが、家族の構成員となり家族

の疑似体験をすることで家族の理解を深めるこ

とや、関係性を視覚的・感覚的に理解するこ

と、そこから新たなアセスメントや介入方法を

検討出来るということを学べたのではないかと

思います。

　浅野先生の講義は、ユーモアもあり大変わか

りやすく、あっという間の3時間だったように

感じます。参加者の多くが日常業務の中で、家

族や支援者への援助で悩んでいることも多く、

今回の研修を通して新たな視点を考えることが

できるようになったり、日々の業務の見直しと

なったという意見も多く、家族支援に対する学

びが深まったのではないかと思います。

平成25年度第３回全体研修
◆エコシステム・ストレングス視座　～SWの視点の確認～

　平成26年3月8日（土）群馬県公社総合ビル

にて、平成25年度第3回全体研修を開催しまし

た。参加人数は51名(東毛：15名　中毛：13

名　北毛：8名　西毛：15名)でした。「エコシ

ステム・ストレングス視座～SWの視点の確認

～」という表題にて、昨年度に続き西片医療福

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。

　去年度のシステム理論の研修を踏まえ、それ

に加えて、エコシステム・ストレングス視座を

学び用いることで、日々の業務の点検と、人と

環境の両方にアプローチするソーシャルワーク

の実践の精度向上の目的とした研修となりまし

た。

　SWが問題解決過程とストレングス視座を融合

することにより、困難の中で可能性に焦点を当

て、クライエントがさらなる発展と成長をゴー

ルとした問題解決の過程を意図した実践への

エッセンスを学びました。また、協会員自身の

所属機関の理解やエコシステムについて参加者

同士セッションを行うことで共有し、メゾレベ

ルの実践でのソーシャルワーカーの立ち位置や

所属内資源の活用について視点の再確認を行い

ました。

　終了後のアンケートでは、ほぼすべての方に

実践へ生かせる内容の研修であったと評価を頂

きましたが、開催の時間や理解度ついてはばら

つきがみられ、研修内容と時間については今後

検討が必要であると課題が残りました。また、

今回は昨年度の研修を踏まえたものとしてリン

クさせ、さらに深まるよう意識した研修を行い

ました。今後も協会員からのフィードバックを

いただきながら、研修の企画を行ってまいりた

いと思います。

活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
会
場

神澤礼奈（希望館病院）

山田美代子氏　西片医療福祉研究会代表

2013.12.7　高崎総合医療センター 2014.2.1　前橋市総合福祉会館

2014.3.8　群馬県公社総合ビル
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