
『ぬくもり群馬・2015秋号』を最後までお読み頂き、誠に
ありがとうございます。おかげ様で第11号を発刊することが
出来ました。
私たち群馬県医療ソーシャルワーカー協会では、今年度より
医療ソーシャルワーカー、社会福祉士、精神保健福祉士を目
指す学生も対象とした研修も開催をはじめ、協会として新た
な取り組みに調整を始めました。
また、組織図にありますように、各委員会でも医療ソーシャ
ルワーカーの周知、認知を広める活動、組織率の向上にも努
める試みが動き出しております。
今後とも、群馬県医療ソーシャルワーカー協会は、会員の資
質向上に努め、各種研修や普及啓発に励んで参りたいと思い
ます。次号の『ぬくもり群馬』は、2016年・春の発行予定
となっております。ご拝読下さいました、皆さまに喜んで頂
けるようなものがお届け出来るよう、広報委員会一同、努め
てまいりたいと思います。

広報委員会
小林 一幸：角田病院・東毛
小淵 匡 ：国立病院機構沼田病院・北毛
星野 裕一：鶴谷病院・東毛
星野 晴彦：美原記念病院・東毛
佐瀬 学 ：居宅介護支援事業所きりゅう・東毛
碓井 祐太郎：前橋赤十字病院・中毛
原島 歩志：老年病研究所附属病院・中毛

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
動してみませんか？

・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）

○当協会の主な活動について ○年会費
正 会 員 ５，０００円
準 会 員 ５，０００円
賛助会員（個人） ５，０００円
賛助会員（団体）３０，０００円

＜INDEX＞
☆組織率向上を目指して

☆ソーシャルワーカーデー２０１５ぐんま
☆新人研修

☆フレッシュマンレポート
☆平成２６年度セミナー

☆委員会報告
☆入会案内・編集後記

※入会についてはホーム
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://www.mswgunma.sakura.ne.jp 
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組織率向上を目指して

会長 中井 正江

団塊の世代が75歳以上となる２０２５年（平成３７年）をめどに、高齢者が、住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステム
の構築が求められています。地域包括ケアシステムの構築に向けては、医療と介護の連
携も重要な柱となっていることから、医療ソーシャルワーカーの役割が問われる部分でも
あります。

こうした流れのなかで、医療ソーシャルワーカー協会としても、地域包括ケアシステムへ
参画していく必要性を考え、中井会長提唱のもと、今年度より、在宅医療推進委員会が立
ち上がりました。委員会活動を通じて、「患者さんが望む場所で、望む生活ができる」ため
に、医療ソーシャルワーカーが担う役割を、再認識できればと考えております。

当委員会には、４ブロックから集まった１２名の委員と、１名のオブザーバーが参加してお
ります。経験年数の長い方が多く、一番若輩者の私が委員長となりましたが、先輩方にア
ドバイスを頂きながら、より意味のある委員会活動ができればと考えております。

具体的な活動内容ですが、今年度はまず、患者さんの在宅復帰を考えるうえで、より密
な連携が必要となる介護支援専門員の方との研修会を企画しました。群馬県介護支援専
門員協会にも、ご協力を頂いております。

この研修会は、地域ごとに違う課題があることや、業務を通して、普段実際に顔を合わせ
る関係で、話し合えることを考慮し、東毛、北毛、中毛、西毛のブロックごとに開催すること
となりました。１１月～１月の間で実施予定です。この研修を通じて、お互いの業務の実際
を理解し合い、連携上の課題について共有し、解決策について話し合っていければと考
えております。

また、今年度の研修会は最初の一歩ということで、ここから得たことを、次の活動へ結び
つけていければと思っております。

日頃より医療ソーシャルワーク及び当協会に対してご理解・ご協力を頂きま
して、誠にありがとうございます。
医療ソーシャルワーカーの業務の範囲やその方法については、厚生労働
省保健局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針」に定められています。
「社会福祉の立場から患者のかかえる経済的、心理的、社会的問題の解
決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る役割」とし、「診療所、介護老人
保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター
等様々な保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについて
標準的業務を定めた」とあります。
当協会では、昨年に引き続き本年4月に県内の医療ソーシャルワーカー
（医療福祉相談）についてアンケート調査を実施しました。本年度は上記に
鑑みて、介護老人保健施設にもアンケート調査を実施しました。病院は
100％（131施設）、介護老人保健施設は92.7％（77施設）より回答をいただき
ました。ご回答いただきました皆さまには大変お忙しい中、ご協力いただきこの
場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
その結果、県内の医療福祉相談業務についている人数は、病院では434
名（前年非＋31人）であり、社会福祉士の当協会への加入は275名
（65.6％）、介護老人保健施設では155名、社会福祉士の当協会への加入
は10名（6.6％）と判明し、決して高い割合とは言えない現状が明確となりまし
た。また、社会福祉士以外で精神保健福祉士や介護支援専門員、保健
師、看護師の方々が医療福祉相談を実施していることが判明しました。そこ
で当協会としては社会福祉士の方は基よりそれ以外の方々にも加入していた
だけるように会則を変更しました。（詳細は別添のリーフレットでご確認くださ
い。）
是非、ご加入いただき保健医療分野における社会福祉の増進を目指して
医療ソーシャルワーカーとしての知識や技術の向上、そして、県民の健康と
福祉の増進に寄与できるよう活動していきましょう。
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ソーシャルワーカーデー２０１５ in ぐ
んま（日時：平成２７年 ７月１２日
会場：群馬県社会福祉総合センター）を開
催しました。

関係機関並びに関係者の皆様に、ご理
解・ご協力をいただき、御礼申し上げます。
祝日の海の日を中心に、全国でソーシャル
ワーカーデーの行事として、様々な取り組
みが展開されています。どの行事もソー
シャルワーカーの活動を推進・普及するも
のとなっています。群馬県では、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）が主催団体
となり、本年で３回目の開催となりました。
本年は、県精神保健福祉士会が幹事団体の
役割を担っていただきました。

本年のテーマは、「心のケアが必要な思
春期・青年期の若者への支援」～思春期、
ソーシャルワーカーはどうかかわる？かか
われる？？～ と題して、一般県民や特に
県内教育関係者などへもお声を掛けさせて
いただき当日、約１５０名の参加者のもと
開催されました。

記念講演には西隈亜紀先生(ＮＰＯ法人

東京フレンズ理事長、日本社会事業大学非
常勤講師)に来県していただきました。西
隈先生は、「援助者が心掛けることとして
①自分の幼い頃の記憶をできるだけ思い出
せるように努める。②相手にチャンネル
(周波数)を合わせる。③福祉だけでなく、
さまざまな制度に幅広く精通しておく。④
本人の成長・発達に合わせて年単位の長い
かかわりとなることを覚悟する」と講演い
ただき、最後は会場の方々と質疑もしてい
ただきました。パネルディスカッションで
は、当協会を代表して、前橋赤十字病院の
千田裕子会員が、医療ソーシャルワーカー
の立場として、身体科医療機関だからこそ
「危機介入が出来る強みと各地域の相談機
関とより密に連携していくことの大切さ」
を発表していただきました。

ソーシャルワーカーの存在とその活動を
より多くの地域の方に知っていただき、理
解いただけるように、当協会では考えてい
ます。よりよい社会づくりのために、来年
以降も連携を図り、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、群馬県社会福祉士会が幹事団体
となります。皆様、是非ご参加ください。

◆医療と介護の連携について考える
「群馬県における医療介護施策について」

群馬県健康福祉部医務課 次長 島田 和之 氏
第１部 講演
「医療機関の立場から」

群馬リハビリテーション病院 地域連携室 室長 宇野 浩文 氏
「教育の立場から」

高崎健康福祉大学 保健医療学部看護学科 教授 棚橋さつき氏
「介護事業所の立場から」

株式会社エムダブルエス日高 代表取締役社長 北嶋 史誉 氏

研修担当理事 岡田 知一
（グリーンライフ東日本株式会社）

第２部 パネルディスカッション

「なぜ、地域包括ケアなのか」
高崎総合医療センター

主任医療社会事業専門職
公益社団法人 日本医療

社会福祉協会 理事 篠原純史 氏
「地域で支えるということ」

座長：篠原純史 氏
パネリスト：宇野 浩文 氏

棚橋さつき 氏
北嶋 史誉 氏

副会長 竹内 勇治
（前橋市地域包括支援センター西部）

平成２７年３月２１日（土・祝）群馬県社会福祉総合センター８階大ホールにて、群馬県
内の医療ソーシャルワーカー、看護師、介護支援専門員を対象にセミナーを開催しました。

前年度に引き続き群馬県在宅医療総合推進事業補助金の交付を受け、群馬県内の在宅医療
に係る人材育成事業並びに多職種又は医療・福祉の連携を促進する事業でした。

群馬県などの諸団体から後援を頂き、群馬県医療ソーシャルワーカー協会員６４名、 協
会外の医療ソーシャルワーカー・看護師・介護支援専門員・介護職員・薬剤師、理学療法士、
医師、学生など５９名、合計１２３名の参加で盛大に無事終了しました。
『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。』という目的は、果たされたと思い

ます。当協会内外の皆さま、ご協力ありがとうございました。
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群馬県在宅医療総合推進事業補助金（群馬県指令医第30168-204号）



平成２７年度

群馬県医療ソーシャルワーカー協会
新人研修

平成27年6月27日（土）、7月18日（土）7月19日（日）三日間に分けて新人
研修を行いました。今回より講義時間をすべて90分とし、虐待の項目も新設とする
ため、二日間では困難なため三日間となりました。

私は、今年４月に医療ソーシャルワーカーとして入職しました。入職してからの毎日は、
自分の知らない新しい発見や出会いの連続でした。そんな中、先輩SWより医療ソー
シャルワーカー協会のことを教えて頂きました。私は、県内の他病院のSWと交流を深
め、より一層SWという専門職としての知識や技術、自覚の向上を目指したいという思
いから、協会に入会致しました。
協会では、新人研修やブロック別の研修、事例検討会、全体研修会等、様々な研修の機
会が設けられています。それぞれ充実したプログラムが計画されており、日々のSWと
しての自身を振り返る貴重な時間となっていると、私は感じています。私は普段の業務
の中で、クライエントに対する自身の関わりをしっかり振り返ることがなかなかできて
いません。協会での研修は、SWとして大切な視点は何かを改めて気付かせてくれ、今
後の新たな目標設定にも繋がっています。また、他病院のSWと交流を深め、自分とは
違う意見や考えを聞くことで、視野を広げる機会にもなっています。
私はまだまだSWとして未熟ですが、患者様とそのご家族の気持ちや個性に向き合い、
寄り添い続けていきたいと思っています。今後も、協会の研修で得たものをしっかり自

分の糧にしていくよう、努力していきたいです。

群馬県医療ソーシャルワーカー
協会に入会して

恵愛堂病院 堀口春花

【講義内容】
・「医療ソーシャルワーカーの倫理と価値」
・「面接技法」
・「医療ソーシャルワーカーの記録」
・「医療ソーシャルワーカーとアセスメント」
・「社会保障制度」
・「連携組織とチーム医療」
・「事例検討」
・「医療ソーシャルワーカーと虐待対応」（今年度より新設）

一日目は「医療ソーシャルワーカー
の倫理と価値」前橋赤十字病院 中井
正江氏の講義と実践発表とグループ
ワークを企画し、県協会新入会員だけ
でなく県内社会福祉士養成校への声掛
けをし、学生へ対するMSWの勉強会と
しての機能を併せ持つ研修としました。
MSWになりたいという声が多く上がっ
ているという話もあり、たくさんの申
込みを頂くことが出来ました。

先輩SWの実践発表のちのグループ
ワークはＫＪ法で、「こんなＭＳＷは
嫌だ！！」というテーマで引き出して、
「どんなＭＳＷが理想か」というディ
スカッションと発表となりました。学
生、新人が混ざったグループワークで
は活発な意見交換がなされていました。

中井会長の倫理と価値の講義では、
自身の価値を見直し、学校では聞けな
いリアルな実践の現場を垣間見ること
が出来たと後のアンケートにも多くの
感想がありました。

学生に向けたイベントは都道府県単
位での開催の必要性が上がってきたと
ころでの非常にタイムリーな開催がで
きました。初めての企画となりました
が、無事に終了することが出来、安堵
の気持ちと伴に継続できるイベントと
して、しっかり反省点など見直して、
次年度に続けていきたいと思います。

7月18日、19日の集中講座では7つ
の講義を行い、倫理綱領、行動指針等
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・技法や事例検討等の講義
を行いました。また、一日目終了後に
交流会を行い、今後業務や協会活動を
続けていくための仲間とのきっかけ作
りも併せて築いていくこととしました。
各講義ともにロールプレイやディス
カッションが多く組み込まれており、
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すること
ができました。タイトなスケジュール
の中、長時間にわたる講義でしたが、
集中して学んでいくことが出来たと思
います。
また、昨年度同様に12月に開催予定の
事例検討を含めた全プログラムへの参
加者に対し認定医療社会福祉士のポイ
ントが取得できる様、申請を行ってお
ります。
各職場のご理解のもと、多くの県協会
の先輩方にご協力頂くことに感謝の気
持ちを申し上げるとともに、皆さんと
つくり愛される研修として開催される
ようにこれからも研修委員会では研鑽
を続けていきたいと思います。

研修担当理事 神澤 礼奈
（希望館病院）
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