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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？

○年会費

○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）

正会員
準会員
賛助会員（個人）
賛助会員（団体）

ぬくもり群馬

5,000 円
5,000 円
5,000 円
30,000 円

2016

入会については協会ホームページを
ご覧ください。

春

★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 2016 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 12 号目となります。
今年の４月には診療報酬の改定がございます。地域包括ケア
システムの推進と医療機能の分化・強化・連携などを基本方
針に改定され、今回は「かかりつけ医」がキーワードのよう
です。「地域包括ケアシステム」や「かかりつけ医」の推進
が着実に進むように、取り組まなければなりません。
私たちソーシャルワーカーは、社会情勢に注視し、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

●「ぬくもり群馬」命名への思い
●第 2 回

全体研修

●介護支援専門員と医療ソーシャルワーカーとの連携強化研修会
●災害支援活動報告
●児童虐待対応委員会
●リレー・フォー・ライフ・ジャパン

2015 ぐんま

●入会のご案内･編集後記

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 28 年秋に第 13 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。
広報委員会
小淵
佐瀬
小林
星野
原島
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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）
一幸（角田病院）星野 裕一（鶴谷病院）
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）
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「ぬくもり群馬」命名への思い
群馬県医療ソーシャルワーカー協会

竹内

副会長

勇治（前橋市地域包括支援センター西部）

平素より、関係者の皆様には、当協会の活動へのご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
「ぬくもり群馬」も今号で第 12 号となりました。当協会の活動などを中心に広く皆様にご理解
いただきたく、今後も広報活動を行っていきたいと存じます。
当協会の広報誌のタイトルとなっています「ぬくもり群馬」は、平成２２年に協会員内で公募
があり、私竹内の応募したものを理事会にて審議していただき、命名となりました。
その由来は、当協会が独自に実施した平成１６年の新潟中越地震災害支援活動で、震源地であ
る川口町の皆様にぬくもりある相談支援活動を届けることができ、その活動をまとめた協会内記
録集「ぬくもり」から引用しました。新潟中越地震での支援活動を忘れないでほしい、いつまた
大規模な災害が発生するかわからないので、当時の事を記憶に留めなければならないとの思いで
した。

「ぬくもり群馬」命名後の翌年３月には、東日本大震災が発生し、当協会では、日本医療社会
福祉協会の災害支援活動へ全面的に協力する形を取りましたが、多くの協会員が＊群馬方式に
て現地災害支援に赴き、全国の医療ソーシャルワーカーの仲間から高い評価をいただきました。
また現地に赴くことができなくても、災害支援活動のニュース編集作業を群馬で行うという遠
隔地でもできる支援活動を開拓し、新たな支援の形も作り上げました。新潟中越地震当時の支
援で培ったぬくもりある群馬県協会が健在であると思った次第です。
日頃直面する相談現場も入院日数の短縮や家族構成の変化、介護者不在や老々介護など様々
な相談ケースがありますが、どんな時代になりましても機械的・事務的に対応するのではなく、
ぬくもりある支援を行っていきたい、ぬくもりあるソーシャルワーカーが集まっている団体で
あるとして、今後も歩んでいきたいと思いますし、歴史と志を伝承していきたいと思います。
今後とも関係者の皆様方のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

※群馬方式とは※
日頃の業務や協会活動でコミュニケーションが取れた仲間同志が協調し合い、グループで被災
地に入り、支援することを群馬方式と言います。単独行動での支援活動よりも、すでに構築され
た関係性が迅速かつ効率的な支援活動を生み出すことが期待できます。また、支援者自身の心理
的なダメージやストレスの軽減につながります。
当協会内災害支援ハンドブック（改訂版）第７章より引用
ぬくもり群馬 2016 春

リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１５ぐんま
２０１５年１０月１７日～１８日、当県で３回目の
開催となる「リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０
１５ぐんま」が群馬県総合スポーツセンターで開催さ
れました。今回の参加チームは６９チーム。当協会も
３年連続での参加となりました。そもそもリレー・フ
ォー・ライフとは、がん患者さんや家族、その支援者
等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込め、絆を深め合う応
援イベントです。
当協会では、患者さんや家族、またそこに集まる各
職能団体や保健医療機関の方々にソーシャルワーカ
ーという職種や当協会について知っていただくこと、
医療の中で相談できる窓口があること、そして何より
がん患者さんの応援を目的として参加しています。恒
例となったオリジナル T シャツ作成に、横断幕作成、
相談ブースの設置、リレーウォーク参加と募金活動
を、実行委員７名を中心に計画・実施してきました。
当日は、
“繋”
（つなぐ、つなげる、つながる）の一文
字を背に４８名の会員がリレーウォークを２４時間
繋いでくれました。当日参加出来なかった方も募金と
いう形で協力いただき、前回を上回る 45,602 円の
募金額が集まりました。同じ目的を持ちサバイバー
（がん経験者）とともに歩く多職種を見て、また子ど
も連れで参加されている方やボランティアで参加し
ている方、一般企業の参加を見ると、専門職だけで支
えているのではなく、フォーマル・インフォーマルな
社会全体で一人の患者さんを支えていることが垣間
見られた２４時間でした。２人に１人はがんになると
言われる現代、がんは身近な病気となっています。
様々な治療法や療養環境が確立されてきてはいます
が、患者さんが本当に安心して納得した道を選べるよ
う、我々ソーシャルワーカーは多職種連携のもと専門
性を発揮し、支援していきたいと思っています。
最後に、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、心よりお礼申し上げます。
国立病院機構

西群馬病院

山浦美和子
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平成２７年１１月 7 日（土）高崎総合医療センター
において、昨年に引き続き第二回となる虐待対応シン
ポジウムを開催致しました。当日は県内各ブロックか
ら３６名の協会員の皆さんと、関係機関２５名の方々
にご出席いただき盛大に開催することができました。
今回は講師に弁護士法人龍馬の板橋氏、被害者支援
センターすてっぷぐんまの長谷川氏、高崎市障害福祉
課の高井氏、群馬県社会福祉士会の内山氏、高崎総合
医療センターの飯塚氏をお招きし、児童・高齢者・障
害者・ＤＶ・司法等各分野からの現状と対応、課題に
ついてご講演いただきました。その後、群馬県児童虐
待防止アドバイザーの溝口氏、群馬大学医学部附属病
院の関上氏に座長をお願いし、フロアの皆さんを交え
たシンポジウムを行いました。
社会情勢の変化や人々のライフスタイルの変換。
『家族』を取り巻く環境もまた時代と共に移り変わ
り、今や虐待は特別な問題ではなく、すぐ身近にある

～
各
分
野
の
虐
待
対
応
の
現
状
か
ら
～

問題になりました。経済不安、育児や介護についてサ
ポート体制、地域社会や資源とのつながりなど、日々
の業務の中で丁寧に生活課題を共有し、ご家族に寄り
添うことが虐待予防への一歩に繋がっていくのでは
ないかと再認識しました。今回、様々な分野からのお
話をうかがい虐待対応への理解を深めることができ
ました。多くの皆さんにご参加いただきありがとうご
ざいました。

群馬県立小児医療センター 瀬下

明日香

全
体
研
修

群馬県医療ソーシャルワーカー協会 第2回全体研修
を平成 27 年 10月 4日（日）13：30～15：00 黒
沢病院7 階美心ホール(高崎市)にて開催いたしました。
今回は石井光太先生（映画『遺体 明日への十日間』
原作者、ルポライター）を講師にお迎えし、『遺族の視
点から』というテーマでご講演いただきました。石井先
生は第62回公益社団法人日本医療社会福祉協会全国大
会においても基調講演『命とのあたたかい触れ合い方～
東日本大震災の遺体安置所から考える～』と題してご講
演されており、今回はその演題に「遺族の視点」をフォ
ーカスした内容でのご講演をいただきました。
東日本大震災における現地の様子やそこでの人々の
やりとりなど、石井先生の独特の語り口調を通して我々
の心にさまざまの想いを抱かせてくださいました。大災
害の後、家を失い、家族を失い、いままでの生活を失い、
厳しい現実の中で残された人々は必死に光を見出そう
とする。そんな人々は、物や形は違えど、必ず自分たち
の支えとなるものを見つける。その支えとなるものを石
井先生は「小さな神様」と呼ぶそうです。石井先生いわ
く、災害以外にもつらい状況にある人々に対して我々医
療・福祉の従事者は、その小さな神様を見つけることが
できるきっかけを与えたり、見つけた小さな神様を肯定
してあげることができる存在であるとお話をしてくだ
さいました。危機に直面している人々と向き合う仕事で
ある我々にとって、石井先生のお話はとても貴重で有意
義な時間になったのではないかと思います。
今回の研修会は協会員に加えて協会員以外の方々に
もご参加いただけるよう企画し、協会員62名に加えて、
協会員外の方18名のご参加をいただきました。計80名
高崎総合医療センター 飯塚 真由美
という多くの方々にご参加いただき、すばらしい時間を
共有できたこと、本当に感謝いたします。
末筆ではございますが、研修会の成功にご協力いだき
ました皆さま、黒沢病院さまに厚く御礼申し上げます。

株式会社介護 NEXT
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松江宏明
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平成 27 年度

内容としては、まずソーシャルワーカーのことを知っていただくために、
「役割と機能」をお話
しました。次に、病院の機能によって入院日数や退院までの流れが異なることなどをご理解いた

介護支援専門員と医療ソーシャルワーカーとの
連携強化研修会
群馬県在宅医療総合推進事業補助金（群馬県指令地ケ第 30196-11 号）
群馬県医療ソーシャルワーカー協会では、平成２７年度群馬県在宅医療総合推進事業
費補助金を活用し、「介護支援専門員と医療ｿソーシャルワーカーとの連携強化研修会」
を開催いたしました。平成２７年度より在宅医療推進委員会が協会内に設置され、地域
包括ケアシステムの中でソーシャルワーカーが果たすべき役割について検討しておりま
すが、在宅介護の中心となるケアマネジャーと情報共有し、お互いを理解し合うことが
まずは必要と考え、委員会が企画したものです。
今回の研修では、顔の見える関係構築を念頭に地域性を重視し、県内を４ブロックに
分けて実施いたしました。ただし、どのブロックの研修会へ参加するかは、県内の全居

だくために、①急性期②回復期③慢性期と分けて、実際にその病棟で働いているソーシャルワー
カーより説明いたしました。後半のグループワークでは、「連携していく上での問題点」「どうす
れば連携がうまくいくのか」について、それぞれグループのメンバーを替えてディスカッション
いたしました。日頃から、利用者さんや患者さんを通して様々な調整をしている両職種ですので、
連携上の問題点や解決策について、活発な意見交換がなされました。
研修後のアンケートでは、今後も同様の研修を継続して欲しいとのご要望を多くいただき、大
変嬉しく感じております。また、今回定員を超えるお申込をいただき、会場の関係でお断りさせ
ていただいた方が多くいらっしゃったことに、この場を借りてお詫び申し上げます。
群馬県医療ソーシャルワーカー協会では、在宅医療推進委員会を中心に、地域包括ケアシステ
ムという概念に、ソーシャルワーカーとしてどう関わっていくのかを探っていきたいと考えてお
ります。今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

高崎市医療介護連携相談センター 村井 雅子

災害支援活動に参加して

宅介護支援事業所へ一斉に案内を郵送し、希望ブロックを選んでいただく形としました。

私自身３度目の災害支援活動になりました。活動日前日に石巻に入る

中毛ブロック

北毛ブロック

1/9（土）
群馬県生涯学習センター
11/28（土） 北橘公民館
ケアマネ 57 名 MSW36 名
ケアマネ 18 名、MSW24 名
西毛ブロック
東毛ブロック
高崎総合医療センター
11/28（土） MWS 日高太田デイトレセンター 1/16（土）
ケアマネ 63 名 MSW29 名
ケアマネ 56 名、MSW24 名

と至る場所で道路の整備が進み、復興住宅が建ち並び、復興が進んでい
る事を実感すると同時にどの様な支援活動へ変化しているのか考えさせ
られました。
まず初日にオリエンテーションの中で支援活動の大きな変化を感じま
した。活動内容の中心が自立生活支援事業の委託事業になり、時間経過
の中で活動内容が変化していて当然ですが、一歩進んだ支援活動の内容
になっているのではないかと感じました。仮設住宅入居者の今後の支援
は困難を極めるケースが多く、エリアミーティング、ケース会議と日々
忙しく時間経過をたどっていることを伺いました。オリエンテーション
終了後、仮設住宅に訪問し行政の支援に依存し自立再建の目処がたたな
い方への支援、その後にエリアミーティング、2 日目は午前中にフィー
ルドワークで女川町を訪問し、鉄道の復興、駅前商店街の再建を確認し、
午後からは復興支援住宅訪問し、様々な書類手続きの支援、3 日目の仮
設住宅訪問では子育て家庭での障がい者就学についての支援、その後に
ケース会議に参加し、対象者のケース訪問とあっという間の３日間でし
た。この自立生活支援事業は日本医療社会福祉協会の 5 年間災害支援活
動の実績が認められた活動なのではないのでしょうか。しかしながら、
まだまだ協力員の支援活動参加が不可欠です。現地支援活動員の方々の
お力で、支援活動は明確化していて、協力員の活動参加がしやすい環境
になっています。以前に参加された方は、復興の進捗状況を感じる事が
できます。また、今まで支援活動に参加した事の無い方も、支援活動を
通じて復興へのエネルギーを感じる事が出来ますので、是非とも石巻の
地へ足を踏み入れてください。
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東毛敬愛病院

阪下 潤一
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