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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？

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
・全体研修
・グループサポート研修
・会報やホームページを利用しての情報発信
・社会活動（災害支援活動など）

・定例会やその他活動等
・新人研修
・その他主催の研修
・メーリングリスト活用

ぬくもり群馬
INDEX
副会長挨拶

年会費
・正会員 5,000 円 ・賛助会員（個人） 5,000 円 ・賛助会員（団体） 30000 円
入会については協会ホームページをご覧ください。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
平成２8 年度全体研修第 1 回・第 2 回

★群馬県医療ソーシャルワーカー協会

ブロック研修（東毛地区）

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

虐待対応委員会全体研修
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この度は「ぬくもり群馬 2017 春号」を最後までご覧いた
だきまして、誠にありがとうございます。
今回初めて編集を担当させていただきました。原稿の執筆
を快く引き受けて下さった会員のみなさま、ご協力ありがとう
ございました。
昨年度は診療報酬の改定で、「退院支援加算 1」があらた
に算定できることになりました。それに伴い、ソーシャルワーカー
の必要度が増したように思います。私たちは、そんな中、ます
ます多様化するニーズに専門性を発揮し、対応していけるよ
うにしなければなりません。今後も「ぬくもり群馬」を通じて、協
編
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 29 年秋に発行予定です。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、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
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裕一（鶴谷病院）
歩志（老年病研究所附属病院）
匡（沼田病院）
一幸（角田病院）
雅史（群馬県立小児医療センター）
真穂（前橋赤十字病院）
茉莉花（群馬大学医学部附属病院）
直美（太田記念病院）
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平成二十九年二月四日（土）群馬県生涯学習センターにて、虐待対応委員会主催の研修会を開催いたしました。委員会主催の全体
研修会は三回目となり、今回は、鎌倉三浦地域児童相談所子ども支援課課長鈴木浩之氏を講師にお迎えし、「特定妊婦の支援に触れ
たサインズ・オブ・セイフティー」という内容でレクチャーいただきました。
「子どもの安心・安全の構築」ということを目標とし、
協会員三十三名、協会員外五十名（主に助産師会や各地区保健センター保健師の方など）と大勢の方にご参加いただき、共に学ぶこ
とが出来たことを大変喜ばしく思っております。
サインズ・オブ・セイフティーとは、「当事者（子どもとその養育者）の意見・考え、家族自身が持っている強さ、資源（リソー
ス）に焦点を当て、当事者と専門職が協働することによって、家族自身と安全を守る人が安全を構築していくことを支援するアプロ
ーチ」で、「質問、聞く、問うという精神を専門的態度の核」としたものです。クライエントとの面接のなかで、とかく問題点ばか
りにとらわれ、そこをどうすれば解決できるかということに注目しがちですが、今まで取り組んできたより良い実践を教えて頂きな
がら、強みに着目することは、特定妊婦のケースのみならず、ソーシャルワーク支援をしていくなかでは大切なことで、その重要性
を再認識することが出来ました。また、どれだけ日々の支援のなかでクライエントから丁寧に話を聞くことが出来ているかというこ
とも、改めて振り返ることが出来ました。限られた時間のなかで、諦めず、どうクライエントに寄り添えているか、今後も研鑽して
いきたいと思います。

昨今、医療ソーシャルワーカーには、退院支援という大きな
期待を寄せられています。「退院」とは、病院という一時的な
環境から地域社会へ戻ることであり、当然に医療と地域、在宅
生活をしっかりとつないでいくことを忘れてはならないと考え
ます。私たち自身が、病院の中から見える問題だけではなく、
在宅で療養生活を送ることや障害を持って生活していくこと、
地域にある施設で生活をしていく中で生じる課題や患者のニー
ズを社会の問題として捉えていく視点をもって活動していきた
いと考えます。声なき声を拾い上げ社会的、経済的に困ってい
る、弱っているといわれる方に寄り添い支えることのできる
個々の実践と同時に地域の課題として捉えていくことが、専門
職団体である当会に求められていることだと感じております。
今後は一層社会に貢献できるよう、更なる目的をもって活動を
行っていく所存です。
これからの社会ではますます、多くの関係機関、専門職種の
方々と手を携えていくことが大切になってきます。今後ともど
うぞよろしくお願い申し上げます。
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全体研修

最後に、今回、学んだことを、今後の実践に活かしつつ、地域関係機関と連携しながら「子どもの安心・安全の構築」に寄与して
いきたいと思います。

副会長
老年病研究所附属病院

狩野寛子

高崎総合医療センター 飯塚真由美

群馬県医療ソーシャルワーカー協会
Gunma Pref. Medical Social Worker Association

虐 待
対 応
委員会
関係者の皆さまには、日頃より、当協会の事業活動や医療ソー
シャルワークにご理解、ご協力を賜りまして感謝申し上げます。
現在、国が進めている地域包括ケアシステムの構築に向けて、
我々医療ソーシャルワーカーもその一翼となるべくさまざまな活
動を行っています。平成二十八年度群馬県地域医療介護総合確保
金をいただき当協会在宅医療推進委員会主催で二回研修を行いま
した。また、在宅医療・介護連携推進事業の（エ）相談支援の機
関として四市にある連携センターのうち三市で当協会の会員が活
躍しています。群馬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や、また市町村の医療と介護の連携を
協議する場にもお声かけいただき参加しています。今までの活動
をご理解いただいたことと大変うれしく思っております。
我々が業務を行う際の拠り所となる、厚生労働省作成平成十四
年改正版の医療ソーシャルワーカー業務指針の業務の範囲には
「地域活動」の項目があり、「患者のニーズに合致したサービス
が地域において提供されるよう、関係機関、関係職種等と連携し、
地域の保健医療福祉システムづくりに次のような参画を行う」と

greeting

あり具体的な内容も示されています。

ご挨拶

東毛ブロック 研修
群馬県は、自家用乗用車数及び運転免許保有率が全国一位であり、
自動車交通の盛んな地域です。そのため、自動車による交通事故も
多く発生しており、我々医療ソーシャルワーカーが関わる事例も多
くなっています。
平成 28 年 8 月 23 日、一般社団法人 交通事故被害者家族ネットワ
ーク 常務執行理事 上田育生氏を講師にお迎えし「交通事故後ど
うすればいいの？～損害賠償・後遺障害認定を掘り下げて～」をテ
ーマに交通事故被害者支援に関する知識と実際に関して、ご自身の
経験を踏まえご講義いただきました。交通事故の全体像や自賠責保
険と任意保険、被害者請求と加害者請求の違い、後遺障害認定など、
急性期～リハビリ・慢性期～生活再建期と交通事故発生から生活の
再建まで、節目で利用したい社会資源などについて事例を用い、医
療ソーシャルワーカーに必要な交通事故被害者支援について学習し
ました。
その中で、慢性期における社会資源の一つとして、自動車事故対
策機構(NASVA)の療護センター利用についてのご紹介がありました。
自動車の交通事故による脳損傷で重度の後遺障害(遷延性意識障害)
を負った慢性期の患者さんのための公的専門病院であり、プライマ
リー・ナーシングやワンフロア病棟システムを取り入れるなど特色
があります。
その様々な取り組みについて学ぶため、研修の一環として平成 28
年 11 月 26 日自動車事故対策機構(NASVA) 千葉療護センターを訪問、
センター長の小瀧勝先生に「自動車事故と遷延性意識障害について
―千葉療護センターにおける現状―」に関して、また、石川里香 MSW
に「千葉療護センターの機能と被害者支援」に関してご講義いただ
きました。
「認知機能があっても表現ができない場合もある」
「我々支援者が
二次被害(最初の被害の後、周囲の人から様々な場面で傷つけられる
こと)を与えるようなことがあってはならない」というお話に、改め
て日々の支援を振り返るきっかけとなりました。
研修開催にあたり、ご協力いただきました皆様に心より御礼申し
上げます。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
２０１６ぐんま
リレー・フォー・ライフとは、日本では公益財団法
人日本対がん協会が企画し、がん患者さんやその
ご家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん
征圧をめざすチャリティー活動です。リレー・フォー・ラ
イフ活動の締めくくりとして２日間の夜通し歩くリレ
ーイベントが開催されます。現在は日本全国４７カ
所で行われています。群馬県では今年で４回目の
開催となり参加チームは年々増え、今年は７２チー
ムでした。同じく参加人数、募金額も年々増加して
いるそうです。回数を重ねるごとに会場内に人やテ
ントなどが増え、より多くの想いや力が結集した印
象を受けました。
当協会は、リレー・フォー・ライフ・ジャパンの趣旨
に賛同し、サバイバー（がん経験者）やそのご家族、
また各職能団体や保健医療機関の方々に医療ソ
ーシャルワーカーと当協会を周知して、日々の生活
の中で相談できる窓口があることを知ってもらおう
と第１回より４年連続で参加しています。７名の実
行委員が中心となって計画し、今年もリレーウォー
クに参加、相談ブースも設置させていただきまし
た。

協会のＰＲとして今回はタオルパーカー（フード付
きタオル）を作成し、会場でも目を引いていたと思い
ます。当日は５３名の会員が参加し、参加できない方
も募金という形で協力し募金総額は４０、２８６円で
した。
大会前日の天気予報は雨でし たが、開会式は
清々しい秋晴れでした。２日目は早朝から雨が降り、
リレーウォークは一時中断しましたが、次第に天気が
回復し無事閉会式を迎えることができました。
「がんに負けない社会」が実現できるよう、私たち
ソーシャルワーカーは今後も多職種との連携の中で
専門性を発揮し、支援を行っていきたいと思います。

高木病院
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吉川仁美

老年病研究所附属病院

原島歩志
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『 第1回 』

『 第2回 』

平成 28 年 4 月 29 日（金）高崎総合医療センターにおきまして、
「平成 28 年度第 1 回全体研修会」を開催し、123 名と多くの方に
ご参加いただきました。
昨今、退院支援の重要性、退院支援に関わる社会福祉士の必要
性が増し、診療報酬の算定上でもその取り組みが評価されるように
なってきました。こうした状況のなか、前回改定時にもご講演いただ
いた、公益社団法人日本医療社会福祉協会、鈴木さん、篠原さんを
講師としてお招きし、今回「H28 年度診療報酬改定について」をテ
ーマにご講演いただきました。
はじめに鈴木さんから地域医療構想や今後の医療計画・在宅指
針についてご講演いただきました。国は、今後できる限り、住み慣れた
地域で、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指すことを
掲げており、それには、在宅医療の充実、強化や医療介護の連携が
重要となること、退院支援も今後はさらに質の評価も求められてく
るのではないかとご提言をいただきました。
次に篠原さんからは、H28 年度診療報酬改定に向けての日本協
会の取り組みについてご講演をいただきました。診療報酬改定に日
本協会の要望を反映させるための、先を見据えた事前の綿密な準
備や、新設の退院支援加算、ソーシャルワーカーの関わる診療報酬に
向けた対策など、具体的な内容を解説していただきました。
お二人には制度の概要から実務的な話と幅広く講演していただ
き、また、会員からの具体的な質問にもお答えいただきました。今回
の研修会は、加算だけに囚われることなく「患者、家族の希望や、思
いを関係機関へきちんと繋げる」という、私たちソーシャルワーカーの
本来の役割も考えさせられる良い機会となりました。今後も、社会福
祉士のさらなる活躍のため、情報を共有できる場となる有意義な研
修を計画してまいります。

平成２８年９月１１日(日)１４：００～１６：４０という日程で、群馬
県勤労福祉センター(前橋市)にて第２回全体研修を開催致しま
した。
第２回全体研修は、「アサーションと支援者自身のメンタルヘル
ス」という２つのテーマを設け、東京福祉大学・大学院の手島茂樹
教授(臨床心理士・臨床心理学博士)を講師に迎え、心理学をベ
ースにした研修となりました。
こうした研修を企画した背景として、ストレス社会と言われる
現代において、支援を行うＭＳＷ自身のメンタルヘルスに目を向
け、ＭＳＷの離職やモチベーション低下を予防したいと考えまし
た。職場で良好な人間関係を築き、多職種でのスマートな連携や
協働を行う技術の一つとして、他者と自身のコミュニケーションに
ついて学ぶ機会を作りたいという思いもありました。
当日は、ロールプレイ等で体験しながら、自分も相手も大切に
し、自分の意見や考え、気持ちを率直に、正直に、その場にふさわ
しい方法で表現できる「アサーション」を学ぶことが出来ました。精
神的な疲労や様々なストレス・悩み等による「ＭＳＷ自身のメンタ
ルヘルス」低下を予防し、良好な人間関係の構築や上手く自己
表現をするきっかけになったのではなかと考えています。
参加者は５９名で、アンケート結果等から、充実した研修であり、
一定の効果は得られたと考えています。
アンケートでは、８０％以上の参加者が「理解できた」と回答さ
れ、アサーションでは約７８％、支援者自身のメンタルヘルスでは約
８０％の方に「今後のＭＳＷの業務や活動に活かせる」との回答
をいただきました。
また、今回のアンケートでは「当協会が職能団体としてどのよう
な研修を実施すべきか」という問いに対し、フリー記載で様々なご
意見をいただきました。貴重なご意見を今後の研修に活かしてい
きたいと考えております。

黒沢病院

田村僚子

群馬リハビリテーション病院
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小川晋平
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