入会のご案内

群⾺県医療ソーシャルワーカー協会

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？
当協会の主な活動について

年会費

・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）

・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://www.mswgunma.sakura.ne.jp
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この度「ぬくもり群馬 2015 春号」をご覧いただきまして、
誠にありがとうございました。
協会だより「ぬくもり群馬」は本号で 10 号目となります。
会員の皆様、関係機関の皆様のご協力のもと、記念すべき第
10 号を発行できたことを大変うれしく思います。
今年の４月には介護報酬の改定がございます。巷でも報道
されています通り、介護職員への処遇改善がある反面、利用
者に必要なサービスが充分に提供されるのか心配な面もあ
ります。私たちソーシャルワーカーは、多様化するニーズに
専門性を発揮し、対応していかなければなりません。今後も
「ぬくもり群馬」を通じて、協会の活動を皆様に発信してい
きたいと思っております。
さて次号は平成 27 年秋に第 11 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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広報委員会
匡（国立病院機構 沼田病院）
学（居宅介護支援事業所 きりゅう）
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晴彦（美原記念病院）碓井 祐太郎（前橋赤十字病院）
歩志（老年病研究所附属病院）

県協会に入会して
入会のご案内･編集後記

県在宅医療・介護支援パンフレット作成協力について

群馬県医療ソーシャルワーカー協会に入会して

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）
日頃より関係者の皆さまには、医療ソーシャルワーカー及び当協会へのご支援ご協力
を賜り、大変お世話になっております。
団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になる 2025 年、4 人に 1 人、実に 2200
万人が 75 歳以上になり、認知症高齢者は 470 万人に達すると予測されています。それ
に対して、高齢者の日常生活圏（30 分でかけつけられる圏域）を念頭に、医療、介護、予
防、住まい、見守り、配食、買い物、生活支援などを包括的・継続的にサービスを提供する
「地域包括ケアシステム」構築に、国、県、市町村、団体なども取り組んでいる所です。
当協会では県や各地の在宅チーム医療地域リーダー研修や会議、県保健医療対策協
議会在宅医療推進部会、県小児等在宅医療連絡協議会などに会員を派遣しています。

今回、在宅医療推進部会において「（仮称）ぐんまの在宅医療・介護支援パンフレット」作成に協力し
たことを少し紹介させていただきます。これは、病院を退院する患者・家族が安心して在宅療養に移行
できるよう訪問診療や介護サービスの利用方法、在宅看護の情報を提供するために、在宅医療・介護
に係るパンフレットを作成する事業です。そこで、県より退院支援を実際に行っている医療ソーシャルワー
カーの団体である当協会にそのパンフレットの原案作成の依頼があり、お引き受けしました。在宅医療推
進部会の委員として派遣している会員を始めとして計 5 名の会員が協力することとなり、県庁での会
議、メールでのやり取りを重ね原案を作成しました。その後、在宅医療推進部会で検討していただき、平
成 26 年度中には発行され、実際の退院支援の際に活用できる見通しです。
是非、このパンフレットを手に取り、活用して患者さんやご家族が少しでも安心した在宅療養に移行でき
るよう、今後とも関係者の皆さまと一緒に行っていきたいと思います。
地域包括ケアシステムの実現には様々な課題があり、平成 27 年度はより地域単位での連携・協力態
勢の構築が必要になるのではないかと考えます。医療ソーシャルワーカーは「医療から介護」へ、「病院から
地域へ」と、“繋ぐ”ことは重要な役割だと認識しておりますので、今後ともご指導ご鞭撻いただきますよう
願い申し上げます。

私は、昨年 6 月に医療ソーシャルワーカーとして入職しました。
入職して間もなく、先輩 SW より群馬県医療ソーシャルワーカー協会
について教えていただきました。新卒で仕事の右も左もわからなかっ
た私は、自分自身の SW の知識や技術の向上、同職種の方々との交流
を深めたいと思い、協会に入会いたしました。
協会では、研修の機会が豊富だと感じました。新人研修やブロック
別の研修、事例検討会、そして全体研修等、それぞれ対象によって内
容が異なっておりとても充実した研修参加ができます。また、研修の
参加によって自分の SW としての意識付けも行うことができ、研修を
終えたときには「この学びを活かして、クライエントにとってより良
い実践を行おう」という気持ちも生まれます。そして、研修会を通し
て、県内で勤務する他の病院の SW から話を伺い、各病院の特色につ
いて学んだり情報の共有を行うことで交流も深めることができます。
私自身まだまだ未熟ではありますが、今後も協会の研修会等に積極
的に参加し現場での実践に活かし、患者様やそのご家族にとって相談
しやすい SW になりたいと考えています。

希望館病院

寺口加奈

【参考】
「医療ソーシャルワーカー業務指針（厚労省）」より
業務の範囲（２）退院援助
生活と傷病や障害の状況から退院・退所に伴い生ずる心理的・社会的
問題の予防や早期の対応を行うため、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、これらの諸問題を予測
し、退院・退所後の選択肢を説明し、 相談に応じ、次のような解決、調整に必要な援助を行う。（続く）
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～各分野の虐待対応の現状から～
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田村僚子

『
家族支援について考える』

黒沢病院

虐待シンポジウム

このような機会をいただけたことに感謝し、これからのソーシャルワ
ーク業務に活かしていきたいと思います。

修

このテーマを、私たちの大先輩である大川原順子先生にお
願いしご講演いただきました。大川原先生は、長年の病院勤務
をはじめ、前福島県医療ソーシャルワーカー協会会長、日本
医療社会福祉協会理事、倫理委員会委員など多くの役職
を歴任し、常に第一線でご活躍されてこられた方です。その大川
原先生に、「ソーシャルワーカーの権利擁護」、「ソーシャルワー
クの価値」、「ソーシャルワークの定義の変更をふまえた医療ソー
シャルワーカー倫理綱領」、「倫理ジレンマへの対処」といった内
容を、講義と事例を用いて実践に沿って解説していただきまし
た。特に事例では、終末期の支援、チーム医療におけるジレン
マ、患者と家族の意向の違い、ソーシャルワーカーが最良と思う
専門的判断と患者の選択の違いなどを、ＭＳＷ倫理綱領の
視点から学ぶことができました。参加者からも、実践に基づいた
話がわかりやすかったという多くの声をいただき、倫理綱領を振り
返る大切さに改めて気づくことができ、倫理が実践と結びつく実
感が得られ非常に有意義な研修となりました。

研

今回のテーマは「権利擁護と SW の倫理的なジレンマ」。その
理由は、日頃の業務において、倫理を根底に捉えた実践と、そ
の根拠となる倫理綱領の理解、そして倫理ジレンマを解消するこ
との重要性を常々感じていたことによるものでした。

体

回全体研修会」を開催いたしました。当日は東毛ブロック 21
名、中毛ブロック 14 名、北毛ブロック 12 名、西毛ブロック 21
名、合計 68 名と多くの方々にご参加いただき盛大に開催する
ことができました。

全

平成 26 年 9 月 7 日（日）黒沢病院におきまして、「第２

ソーシャルワークの定義では、「ソーシャルワーク専門職
は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、～
人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とす
る基盤である」と記されており、私たちソーシャルワーカーは、
命や人権に直結する虐待や暴力に関して積極的に取り
組んでいかなければならないと思います。まずは、虐待や暴
力のサインに気づくこと、そして、医療機関のなかで生活の
視点をもって関われる専門職として、個だけでなく家族全
体を俯瞰し適切なアセスメントができるよう日々の研鑽が必
要と改めて感じた講演会でした。
最後に会場を提供してくださった太田記念病院の皆さ
ん、コーディネーターを快諾してくださった西群馬病院の尾
方当協会顧問、ありがとうございました。この場をお借りし、御
礼申し上げます。

高崎総合医療センター

飯塚 真由美

平成 26 年 11 月 9 日（日）、太田記念病院
にて、児童虐待対応委員会が中心となり、上記表
題をテーマとした講演会を開催しました。当日は、あい
にくの天候でしたが、協会員だけでなく、地域包括支
援センター、弁護士の方など協会員外の方にも多
数ご参加頂いたことは、とても意義深いことだったので
はないでしょうか。
内容としましては、前半は、児童関係から済生会
前橋病院の溝口医師、DV 関係から被害者支援
センターすてっぷぐんまの長谷川相談員、高齢者関
係から前橋市地域包括支援センター西部の竹内
当協会副会長、障害者関係から障害者権利擁
護センターの内山相談員に、各分野の現状と課題
についてご講演頂き、後半は、講演内容を踏まえフロ
アの方を交えシンポジウムというものでした。
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﹃リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１４ぐんま﹄

5 名の実行委員を中心に、どのように準備す
れば良いかを検討し、昨年度同様にソーシャル
ワーカーによる医療福祉相談ブースを設置させ
ていただき、会場にお越しになる方が必要に応
じて相談できるようにすること、オリジナルの
T シャツを作成し、ソーシャルワーカーの存在
をアピールすること、そしてリレー・フォー・
ライフ趣旨に賛同しての募金活動を行うことと
しました。

昨年 10 月に、当県においては 2 回目となるリレー・
フォー・ライフ・ジャパン 2014 ぐんまが開催されました。
本年度も当協会はリレー・フォー・ライフの趣旨に賛同
の上、参加目的を、
「心理社会的支援を必要としているが、
相談先がわからずに課題を抱えているサバイバー、ケア
ギバーに、心理社会的相談窓口があることを知ってもら
い、相談へつながる契機となるようにする」という一つ
の目標を決めて参加しています。

当日は実行委員を中心に 47 名の会員がリレー
ウォークおよび相談ブース担当として参加して
います。当日参加できない会員も募金という形
での協力が多くありました。結果、当協会はリ
レーウォーク 24 時間完走し、募金額は昨年度を
上回り 30,050 円となりました。当協会だけでな
く、リレー・フォー・ライフ全体として、多く
の募金が集まり、各チームが 24 時間という長時
間のリレーを途切れることなく行えたことか
ら、多くの人が共通の目的を持つことで、一人
では「困難なこと・大変なこと」も達成できる
だけの力になるということが実感できました。
昨今、地域包括ケアシステムをはじめ、
「連携の
重要性」というキーワードをよく耳にします。
患者さんやそのご家族と支援者が共通の目標を
持ち、それに向かってそれぞれができること、
専門性を発揮することが重要であると、本会を
通じて擬似的に体験したように思います。

最後に、当協会がリレー・フォー・ライフ参加にあたりご協力いただきました皆様、誠にあり
がとうございました。

前橋赤十字病院
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碓井 祐太郎
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