平成２７年度事業報告
法人移行して初めての理事改選があり、会長の交代や８名の新理事が就任され動きだ
した新体制ですが、８月に理事の勉強会を開催し、次年度の事業活動計画を協議する部長
会を開催するなどして、理事会全体で平成２７年度の事業に取り組んできました。
平成２７年度の事業で特徴的だったのが、研修では、新人研修の受講希望者が例年にな
く多数あり、教育部理事や担当講師の協力を得て、定員の６０名を大幅に超す８４名の受
講者で開講したことです。総務部関係では、代表世話人会からの提案があり、広報プロジ
ェクトを急きょ立ち上げ、協会のパンフレットの見直し等を行いました。また、東京都の
事業への協力として、退院支援人材育成研修に理事や協会員を講師として派遣しました。
この他にも、社会問題対策部では、小児医療問題専門小委員会や「ＭＳＷによるセクシ
ュアル・マイノリティへの支援」に関する勉強会など新しい専門小委員会の立ち上げ、昨
年度より引き続いている「ホスピス・緩和ケアにかかわるＭＳＷの集い」の実施や震災支
援対策委員会の活動の継続がありました。８年間継続している東京都の受託事業である「医
療と福祉１１０番」の相談件数が、６４件と例年になく多くあり、実行委員の方の広報が
実を結んだものと思います。
一方でプログラム検討委員会のアンケート調査や会員の入退会の状況から、会員が協会
活動に何を求めているのか、日々の仕事の中で抱えている問題はどのようなもので、それ
に応えるには、協会として何が出来るのかを問うた１年でもありました。
平成２７年度も都内の医療関連各職種が集う医療ネットワーク会議や、東京都医師会が、
東京都より委託された東京都在宅療養推進基盤整備事業の多職種連携連絡会への参加など、
各種団体や行政と連携・協働などの活動も行いました。
その他、事業計画に基づき、以下の事業を実施しました。
１．一般社団法人として求められている要件整備に努めました。
２．事業に関する会員の理解を深め、会員が主体的にかかわり、積極的に参加できるよ
う努めました。
３．医療福祉関係の他団体との連携を深め、公益事業と社会活動を推進しました。
４．東京都及び都議会各派へ、医療福祉の向上のため要望書を提出しました。
５．協会活動の情報提供や会員の意見交流の場として、出版活動及びホームページの充
実に努めました。
６．講座・研修会を開催し、会員の専門性の向上に努めました。
７．医療福祉相談事業の充実に努めました。
８．医療福祉問題研究委員会活動の充実に努めました。
９．東日本大震災で被害を受けた地域との交流を行いました。
10．広く都民に対する公益活動として公開講座を開催しました。
11．タイムカードの導入を図り、労働契約書を交わし、協会事務所の機能強化を図りま
した。

Ⅰ．管理運営報告
１）公益法人の要件整備に努めた。
１．公益法人の最高意思決定機関である社員総会への出席会員の増員に努めた。
２．協会事務所の事務局体制を週４日稼働し、会計処理をはじめとした各部理事体制にお
ける事務処理の流れを事務局にて処理した。
３．公益法人の原資である会費については、各ブロックの世話人と理事の協力で未納会員
の納入促進を図り、財源確保に努めた。
２）公益性の高い公益（自主）事業の継続に努めた。
１．広く都民に対しての公開講座を開催した。
２．江戸川区医療福祉相談会を開催した。
３．西東京市医療福祉相談会を開催した。
４．葛飾区医療福祉相談会を開催した。
５．江戸川区神経難病検診を実施した。
６．医療関連１２団体で構成する医療従事者ネットワーク連絡会を中心とした看護
フェスタに「医療福祉の相談コーナー」を設置し、相談会を開催した。
３）医療福祉向上のため都知事及び都議会各政党・会派に対し要望書を提出した。
４）他団体との連携を図り社会活動の推進に努めた。
１．東京都難病相談・支援センター主催の「難病医療相談会」に参加協力した。
５）ブロック代表世話人会と地域巡回医療福祉相談活動企画運営委員会を定期開催し、各
ブロックの活動を支援するとともに協会活動の活性化に努めた。
６）広報活動
１．ホームページを活用し、広く協会活動の広報に役立てた。
２．会員向けに「東京ＭＳＷ」ニュースを発行し、内容の濃い企画、編集を行い情報提供
に努めた。
７）次の事業について東京都から受託契約し、事業が円滑に遂行されるように努めた。
１．地域巡回医療福祉相談事業
２．電話相談事業（医療と福祉１１０番）
３．医療社会事業従事者講習会、新人研修特別講座
４．グループスーパービジョン（４講座）
８）求人について「ホームページ」に随時情報を掲載した。
９）会員の入退会状況を速やかに把握するように努め、ブロック代表世話人会を通じブロ
ックに情報を提供した。
１

10）相談会活動時に会員及び来談者を対象とした傷害保険に加入し、不測の事態に備えた。
11）理事会、及びこれに準ずる活動時に参加者・出席者を対象とした傷害保険に加入し、
不測の事態に備えた。
12）会員の異動状況（平成２７年度）
正会員

準会員

賛助会員

合 計

入会者数

９５

２４

０

１１９

退会者数

７１

２７

０

９８

現会員数

７３７

１２７

９

８７３

＊２０１６年３月３１日現在

２

表１．ブロック活動状況
第１ブロック

第２ブロック
4/24 世話人会

4/8 世話人会
5/22 世話人会
6/25 勉強会・交流会
「在宅ケア・在宅医療について」
講師 鈴木道明氏（小平すずきクリニック
院長）
森田香奈恵氏（小平医師会訪問看護ステー
ション所長）

5/17 地域巡回相談会
5/29 交流会
6/15 世話人会

7/17 世話人会
8/ 6 世話人会納涼祭
9/18 世話人会
10/7 世話人会

11/5 勉強会・世話人会
「介護保険制度改定と今後の国の動き方
を考える」講師 栗岡清英 氏（株式会
社ケアフリー）
、勉強会後世話人会
11/12 地域巡回相談会「いちょう祭り」
小平市多摩済生ケアセンター
12/7 世話人会
1/22 世話人会
1/23 新年交流会
2/8 世話人会

10/23 勉強会「エンパワーメントの原則と
アプローチを体感する」
講師：川村隆彦氏
11/25 多摩支所勉強会

12/3

世話人会

1/15

世話人会

2/26

勉強会「臨床心理士の視点から考え
る面接技法」
講師：淵上奈緒子氏
3/10 世話人会
3/25 １ブロックとの合同情報交換会

3/15 世話人会
（来年度へむけた世話人引き継ぎ）
3/25 2 ブロックとの合同情報交換会
◎来山剛士（東大和病院）
○井上直子（東京白十字病院）
世
話 ▲村上京子（小平北口クリニック）
原田剛（新山手病院）
人
・
栗田直（新山手病院）
運
高橋奈央
営
（小平中央ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）
委
員
真々田美穂（南街クリニック）
深瀬真希（西東京中央総合病院）

◎武井純一（老健ぐらんぱぐらんま）
○室井健太郎（上川病院）
▲浅古美絵（東海大学八王子病院）
▲髙橋潤子（北原国際病院）
金丸恵子（老健エンジェルコート）
作本美千子（立川相互病院）
冨士川泰裕（康明会病院）
宮岡彩実（日の出ヶ丘病院）

（ブロック世話人名簿 ◎印は代表世話人、▲印は相談事業運営委員、○は会計）
３

表２．ブロック活動状況
第３ブロック
4/10 世話人会

第４ブロック
4/1 新旧世話人引き継ぎ会
4/24 世話人会
5/24 地域巡回相談会
「みなと健康まつり」
（芝公園）参加
5/27 世話人会
6/22 研修会、情報交換会
「生活・療養の場としてのサ高住」
7/31 勉強会
「東京合同法律事務所勉強会」
8/21 世話人会

5/15 世話人会

6/12 世話人会
7/ 9 情報交換会
7/17 世話人会
8/27 世話人会
9/14 世話人会
10/ 9 世話人会
10/30 研修会「認知症疾患センターの概要と
役割について」
11/13 世話人会
11/18 地域巡回相談会
「いたばし健康まつり 2015」
11/19
〃
12/10 世話人会

10/7 世話人会

1/21

1/27 世話人会

世話人会

2/27 研修会・情報交換会
「退院支援におけるＭＳＷの役割」
3/23 新旧世話人引き継ぎ会

3/25 世話人会

世
話
人
・
運
営
委
員

11/7 研修会・情報交換会
「認知症における医療連携」

◎小林直毅（慈誠会徳丸リハビリテ
ーション病院）
○小菅英樹（慈生会若木原病院）
▲常陸奈々恵（滝野川はくちょう地
域包括支援センター）
▲高山佳代子(東京北医療センター)
髙橋夏子（望星赤羽クリニック）
藤田千尋（都立大塚病院）
今村遼子（都立駒込病院）
中辻康博
（豊島区在宅医療相談窓口）
瀬尾真奈美（王子生協病院）
濱野麻祐子（イムス板橋リハビリ
テーション病院）

◎高山亮
（コンフォガーデンクリニック）
○渋谷奈緒美（佐藤病院）
谷口由子（虎の門病院）
玉川ひとみ（東京女子医科大病院）
▲竹野恵（順天堂大付属順天堂医院）
▲國分ゆう子（東京医科歯科大病院）
▲鈴木豊（東京医科大病院）
▲高橋昌也（三井記念病院）

（ブロック世話人名簿 ◎印は代表世話人、▲印は相談事業運営委員、○は会計）

４

表３．ブロック活動状況
第５ブロック
4/8 世話人会

第６ブロック
4/ 30 世話人会

5/29 世話人会
6/ 5 研修会
「介護保険制度改定について」
6/ 18 世話人会
7/14 世話人会
7/28 勉強会「生活保護について」
8/14 世話人会
8/21 情報交換会
9/15 世話人会
10/1 世話人会
10/8 研修会
「精神科を含めた訪問診療について」
11/12 世話人会
11/18 見学会「東京さくら病院」
11/29 地域巡回相談会
「葛飾区ボランティアまつり」

11/5 見学会「松沢病院」世話人会

12/10 世話人会
1/22 情報交換会
2/10 世話人会

2/6

地域巡回相談会 世話人会

3/15 世話人会
3/18 講演会「ＭＳＷの仕事に生きて」
グループワーク
「みんなで語ろう MSW」
◎上田美佐江（がん研有明病院）
○笹本千壽子（東京東病院）
○加藤大介（東京東病院）
世
▲森 尚子（賛育会病院）
話
人
▲金子 充（さくらライフ錦糸クリ
・
ニック）
運
須藤純子（京葉病院）
営
委
沓澤郁子（水野記念病院）
員

3/9 研 修 会 「 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の
Identity」

◎平林朋子（東芝病院）
○江口美奈子(NTT 東日本関東病院)
〇高澤亮子（NTT 東日本関東病院）
▲小杉知子(都立松沢病院)
▲中野真優（都立松沢病院）
▲平川貴美子(井上病院)
▲進藤僚太(浴風会病院)
岡田尚子(三宿病院)
川路裕子(三宿病院)
皆川直也(水野診療所)

（ブロック世話人名簿 ◎印は代表世話人、▲印は相談事業運営委員、○は会計）

５

表４．ブロック活動状況
第７ブロック
4/ 6 世話人会
5/27 世話人会
6/12 名刺交換会
6/17 世話人会
7/29 世話人会
9/18 世話人会
11/20 見学会「多摩川病院」
12/ 5 地域巡回相談会「調布市福祉まつり」
世話人会
1/14 新年会
3/17 勉強会「労災について」

世
話
人
・
運
営
委
員

◎村下佳秀
○近藤久美子（府中恵仁会病院）
▲江田房信（老健ふれあいの里）
大串悠太郎（三鷹リハケアセ
ンター）
芹田啓子（調布東山病院）
深澤佳奈（多摩川病院）
堀尾彩乃（都立多摩総合医療
センター）
宮田守康（三鷹中央病院）

（ブロック世話人名簿 ◎印は代表世話人、▲印は相談事業運営委員、○は会計）

６

Ⅱ．各事業報告
【定款第１号事業】
１） 医療ソーシャルワークの普及及び向上に寄与する事業
１．地域巡回医療福祉相談
地域巡回医療福祉相談は、各ブロックの運営委員会を中心に実行委員会を組織し、多く
の会員の協力のもとに年７回実施した。
日程

相談件
数

開催場所

１ １１／１５（日）

多摩済生ケアセンター

２ ５／１７（日）

八王子市富士森公園

１４

３ １１／１８（水）
、
１１／１９（木）

板橋区立グリーンホール

２２

４ ５／２４（日）

港区芝公園

５ １１／２９（日）

ウェルピア葛飾

６ ２／６（土）
７ １２／５（土）

１

１
３３

品川区総合区民会館
きゅりあん
調布市駅前広場（調布市社
協）

２
９

特別企画
多摩済生ケアセンター いちょうまつり
（アンケート３５名）
八王子市福祉まつり
（アンケート４３名）
いたばし健康まつり
（アンケート８６名）
みなと健康まつり
（アンケート３０名）
葛飾ボランティアまつり・ウェルピアま
つり
ＭＳＷによる病院機能説明会、相談会
（アンケート１５名）
調布市福祉まつり
（アンケート２６名）

２．電話相談（医療と福祉１１０番）

平成２８年２月２２日～２月２７日までの６日間、常設の電話相談を実施した。件数に
ついては、下記表中に含まれる。
地域巡回医療福祉相談と電話相談の相談内容と件数
事
項
面接
電話
文書
計
病気から派生した本人家族の社会生活上の問題
１７
１５
０
３２
病気又は治療の障害となっている心理的不安等
精神的問題
病気又は問題の要因となっている患者の家族関
係やその他の対人関係の調整
治療費や生活費等の経済的問題に対する各種制
度の利用斡旋
医療施設や社会福祉施設の利用をめぐる問題

８

１８

０

２６

４

４

０

８

９

１０

０

１９

１１

１１

０

２２

看護や療養・生活指導をめぐる問題

５

４

０

９

退院後の社会生活への復帰をめぐる問題

０

１

０

１

３２

９

０

４１

８６

７２

０

１５８

その他医療福祉に関する相談
合

計
７

３．公開講座【自主事業】
平成２７年１０月３１日（土）
、三茶しゃれなあどホール（世田谷区民会館別館）にて「い
つまでも、おいしく楽しく食べるために―地域で広がる食の支援を知る―」のテーマで開
催した。講師は、古川慎二氏（むすび葉クリニックＭＳＷ）
、古田良恵氏（つくばセントラ
ル病院摂食・嚥下障害看護認定看護師）
、西村一弘氏（東京都栄養士会会長）を招き、講演
及びやわらか食づくりの実演を通して、都民や医療・福祉関係者等とディスカッションを
行い、医療福祉の啓発活動を行った。
４．難病検診への参加協力【受託事業】
（１）東京都難病相談・支援センターについて
同センターは、難病患者さんの日常生活における相談を受け支援を行い、また地域交流
や活動を行う拠点として、患者さんの療養を支えるために設けられている。
（２）難病無料医療相談会について
難病無料医療相談会は東京都から委託を受け東京都難病相談・支援センターが実施して
いる。平成２７年度においても、例年通り８回の開催となった。
相談申し込みは、完全予約制となっており、定員の上限は各回３０名で、難病相談・支
援センターが受け付けている。相談会の内容は、専門医が一件２０分を目安に個別に来所
者（患者・家族）から医療に関わらず生活面等、様々な相談に応じている。
（３）ソーシャルワーカーの役割について
当協会では、難病無料医療相談会に毎回２～３名のＭＳＷを派遣し、専門医と面接前の
事前面談を担当している。平成２７年度においてもＭＳＷは、医師との面談の前に来所者
の相談内容を確認し、２０分という限られた医師との面談を有効に使えるように関わった。
また、生活に関わる相談の内容には個別に相談に応じた。
① 日時
： 平成２７年７月２６日（日）１１：００～１６：３０
場所
： 東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
対象疾患 ： リウマチ
協力ＭＳＷ ： 市浦華奈子（東邦大学医療センター大橋病院）
、
井上孝義（信愛病院）計２名
来談者
： １１名
② 日時
場所
対象疾患
協力ＭＳＷ
来談者
③ 日時
場所

：
：
：
：

平成２７年８月２日（日）１１：００～１６：３０
東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
消化器系
中村杏奈（帝京大学医学部附属病院）
、井上孝義（信愛病院）
計２名
： １０名
： 平成２７年９月２７日（日）１１：００～１６：３０
： 東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
８

対象疾患 ： 膠原病
協力ＭＳＷ ： 永田真佑美（杏林大学医学部附属病院）
、
坂口かおり（東京警察病院）
、井上孝義（信愛病院）計３名
来談者
： ４４名
④ 日時
場所
対象疾患
協力ＭＳＷ
来談者

：
：
：
：
：

平成２７年１０月２５日（日）１１：００～１６：３０
東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
血液系
安仁屋衣子（厚生中央病院）
、井上孝義（信愛病院）計２名
２１名

⑤ 日時
場所
対象疾患
協力ＭＳＷ
来談者

：
：
：
：
：

平成２７年１１月１５日（日）１１：００～１６：３０
東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
消化器系
堀川真知子（東京逓信病院）
、井上孝義（信愛病院）計２名
２１名

⑥ 日時
場所
対象疾患
協力ＭＳＷ
来談者

：
：
：
：
：

平成２７年１２月１３日（日）１１：００～１６：３０
東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
視覚系
野村洋平（東部地域病院）
、井上孝義（信愛病院）計２名
１２名

⑦ 日時
場所
対象疾患
協力ＭＳＷ

：
：
：
：

来談者
⑧ 日時
場所
対象疾患
協力ＭＳＷ
来談者

平成２８年１月２４日（日）１１：００～１６：３０
東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
神経系
荒井有希子（順天堂大学医学部附属順天堂医院）
、
吉野彩香（東邦大学医療センター大森病院）
、
井上孝義（信愛病院）計３名
： ３９名
：
：
：
：

平成２８年３月２７日（日）１１：００～１６：３０
東京都難病・相談支援センター（渋谷区広尾５－７－１）
神経系
山我香子（玉川病院）
、中村由佳（自宅会員）
、
井上孝義（信愛病院）計３名
： ２２名

５．地域巡回医療福祉相談活動企画運営委員会【自主事業】
地域巡回医療福祉相談会運営委員と江戸川区、西東京市、葛飾区、清瀬市の独自相
談会実行委員が、相談会活動の企画や今後の運営等について情報共有及び協議する場とし
９

て、社会問題対策部と総務部共催で委員会を開催した。相談会のより一層の充実を図り運
営事務手続きを整備し、各ブロックでの活動の支援を行った。
６．江戸川区医療福祉相談会【自主事業】
平成２７年度は以下の日程・会場で、計３回の相談会活動を行った。
① ６月２８日（日）江戸川区医師会会館
② １０月２５日（日）東部健康サポートセンター
③ １１月２８日（土）江戸川区介護フェア相談コーナー
これらの活動を通じて、ＭＳＷと行政、医療機関との連携が強化され、地域福祉活動に寄
与している。
（相談件数は順に１４件、１６件、３５件）
７．葛飾区医療福祉相談会【自主事業】
平成２８年３月５日（土）
、葛飾区パルフェスタにて、区の協力のもと相談会活動を行な
った。相談会を通じて、地域との関係性は深まりつつある。
（相談件数２０件）
８．西東京市医療福祉相談会【自主事業】
７月４日（土）
、栄町包括支援センター職員を対象に、
「栄町包括エリア支え合い
懇談会」にて施設・病院選びをテーマに地域巡回相談会を開催した。同月２５日（土）
には、
「地域包括支援センター職員へのヒアリング」を市役所内会議にて行い、地域
課題抽出を行い今後の運営に役立つものとなった。
（相談件数は順に２４件、３３件）
９．清瀬市医療福祉相談会【自主事業】
６月１３日（土）
、下宿地域市民センターにて市役所・市社会福祉協議会・市医師会の後
援のもと、保健・医療・福祉サービスの情報提供や個別相談を行った。過疎化が進んでい
る地域を選定した。
（相談件数３件）
１０．江戸川区神経難病検診【自主事業】
江戸川区・区医師会主催、
（社）東京進行性筋萎縮症協会後援の江戸川区神経難病検診に
ついて、当協会が参加協力の依頼を受けている。今年度は、１０月４日（日）江戸川区医
師会館にて開催され、ＭＳＷ２名を派遣し医療福祉相談に対応した。
１１．その他活動【自主事業】
当事者団体との関係構築を図り、以下の活動を行った。
（１）難病・慢性疾患全国フォーラム２０１５
１１月７日（土）
、浅草橋ヒューリックホールにてフォーラムが開催され、当協会は参加・
共同団体としての登録及び会員への参加の呼びかけを行った。当日理事１名が参加した。
1２．震災支援活動【自主事業】
平成２３年３月１１日の東日本大震災の発生から５年を経過した現在も、被災された
方々において健康問題や生活の場、孤立化等医療や福祉に絡む様々な問題が生じている。
１０

そのような現状を踏まえ、
「決して忘れないこと、伝えてゆくこと、続けてゆくこと」と
いう理念の基、
「東京都の医療ソーシャルワーカー団体として出来ること」を検討し、平成
２７年度は以下における活動を行ってきた。
（１）委員会
当協会では平成２３年５月２日に、震災支援対策委員会を立ち上げて以来、定期的に活
動計画の打ち合わせを重ねてきた。平成２７年度は計９回開催している。
委員会の構成メンバーは、三役、各部の代表、活動に賛同する一般会員である。協会内
に委員会を設立することにより、継続的な活動を図ることが可能となっている。
（２）他団体との連携
現地訪問と各県のＭＳＷ協会との交流・情報交換として、平成２８年３月１２日（土）
～１３日（日）に福島県医療ソーシャルワーカー協会との交流会と南相馬市訪問を行った。
現地に出向くことに関して、被災の状況を深く理解し、ＭＳＷ同士の交流・連携を深め、
現状を常に外部に伝えるための重要な機会となっている。
また、他団体との連携として、東京都社会福祉協議会広域支援在り方プロジェクトや、
広域支援ネットワーク、在宅療養患者災害支援事業など、様々な施策や団体に関与してい
る。
（３）被災された方々への支援活動
平成２８年２月２２日（月）～２７日（土）にかけて、当協会で例年行っている「電話
１１０番」と連動し、東京都民のみならず、都内に避難生活を送られている方々も対象に、
電話相談を行った。昨年度に引き続き、東京都避難者支援課を通じて、都内に避難された
方々に広報を行っている。
また、従来から協会活動として行っている巡回相談会・独自相談会の広報において、各
ブロックの協力のもと、
「東日本大震災により避難された方々の相談も受けます」の一文を
載せるなどの形もとっている。
避難された方々への支援の一環として、
「広域避難者と支援者によるふれあいフェスティ
バル」等、交流会への参加を行った。
「被災者生活支援等施策の推進に関わる基本的な方針（改正案）
」に対するパブリックコ
メントを協会として提出している。
また、講演会において、支援の一環として相馬市仮設住宅住民作成の「相馬あくりるた
わし」の販売を行ってきた。
（４）会員及び外部への広報活動ならびに会員全体の協力体制の強化
災害支援ニュース「つたえる」を定期的に発行することにより、会員や外部に向けて、
震災支援の継続的な必要性のアピールを行った。
９月４日（金）に「放射線と健康被害について学ぶ学習会」を開催。平野敏夫先生（ひ
らの亀戸ひまわり診療所理事長）を講師として招き、レクチャー後には会員同士によるデ
ィスカッションを行った。
教育・啓蒙活動として、第６３回公益社団法人日本医療社会福祉協会全国大会・第３５
１１

回日本医療社会事業学会（京都府）にて、当協会の１年間の活動について発表した。また、
日本ＱＯＬ学会や、他団体における勉強会においても、当協会の活動について報告を行っ
た。また、別冊「つたえる」の第２号出版に向けての作成活動を行っている。
（５）災害対策
東京都及び関東圏に大震災が生じた場合を想定し、災害時における当協会が果たすべき
対応、緊急時の連絡と組織管理、物品の準備などを検討し、
「非常災害時対応マニュアル」
を「災害時・連絡シート」
「災害時・受入依頼シート」と共に会員名簿に添付、会員に配布
した。 また、災害時の業務継続に備え、郊外のサテライトオフィスとの契約・データの
保管を継続している。
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[定款第２号事業]
２）会員の専門知識・技術の向上に関する事業
１．講 座【自主事業】
平成２７年度は「地域包括ケアについて考える」を年間テーマとして３回の夜間講座
を開催した。
第１回は、平成２７年９月１０日に渋谷区の東京ウィメンズプラザにおいて、「地域
包括ケアシステムの基本的概念とその実践」と題して、石巻市立病院開成仮診療所所長
の長純一先生に現場の目から見て理解した地域包括ケアシステムと、その現状や実践に
ついてご講演いただいた。
受講者は３９名で、「大きな視点を得ることが出来ました。ＭＳＷを育てる立場で現
在の医療を教えて下さる方のお話しを聞けて良い機会と思います」
、
「都市部と地方の地
域性、在宅医療の考え方、違い、その中で石巻の実践と地域包括ケアシステムをどう捉
えるか、大変興味深かった」
、
「地域を知っている、生活モデルでみられる医師の重要性
とＭＳＷ（社会福祉士）に期待されていること、自分の立ち位置をみつめていきたいと
思った」等の感想が寄せられた。
第２回は、平成２７年１２月２日に渋谷区の家庭クラブ会館ホールにおいて、
「地域
包括ケア病棟の実際と課題」と題して、実際に地域包括ケア病棟を運営している病院の
ソーシャルワーカーの方より、各病院の機能や地域特性、地域から求められていること
等を発表いただいた。
受講者からは「対話力と交渉力が MSW の力である！とてもインパクトのある話が聞
けてよかったです。地域に開かれた交渉力を持って MSW が活躍できる場でもあるとと
ても思いました」
、
「地域包括ケア病棟をはじめたことによるメリット・デメリットを学
ぶことができて良かった。地域性によって変わる部分もあると感じ、地域の様々な機関
との連携が重要であると感じた」等の感想があり、受講者も５９名と多く盛況な講座で
あった。
第３回は、平成２８年３月２日に渋谷区の家庭クラブ会館ホールにおいて、「地域包
括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携推進事業の取り組みについて」と題して、
東京都北区健康福祉部介護医療連携推進・介護予防担当課長小宮山恵美先生にご講演い
ただいた。講演のテーマとしては、在宅医療を推進する行政の立場からみた地域包括ケ
アシステム、北区の取り組み、医療ソーシャルワーカーへの期待や課題、であった。受
講者は３５名であった。
受講者からは「行政が主導し各機関をまとめていること、それを実施していることを
学んだ。一方自分が働く地域がどのような取り組みをしているのか断片的にしか理解で
きておらず、総じての理解、施策理解が重要だと思った」
、
「地域包括ケアシステムとは
よく聞くが具体的にどのような流れで何をどう進めて良いのか知らなかった。今後実際
に在宅で生活する高齢者の方が増えていく中で連携の方法をざっくりとではあるが想
像することができた」等の感想が聞かれた。
この夜間講座は、公益社団法人日本医療社会福祉協会の認定医療社会福祉士申請のた
めのポイント対象の講座である。案内方法を工夫したが、回によっては参加者が少数で
あり、案内方法や参加者を増やす方法を検討しなければならない。
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２．研修会 ※講師 敬称略
（１）新人研修【自主事業＋一部受託事業】
平成２７年度も通年コース（２時間２０回）と集中コース（２時間６回、７時間２回）
の２つのコースを設定した。会場は、通年コース・集中コース共に家庭クラブ会館を中
心に、数回飯田橋レインボービルを利用して開催した。
受講生募集方法に関して郵送での申込み形式をとったが、申込み者が非常に多い現状
であった。
今年度は通年コースが４０名定員のところ申込み多数のため４９名と定員超過で開講
した。数名の受講者が開催５回目ぐらいで、退職等の理由で欠席が目立つようになった
が今年度の修了証は受講生全体の８割、皆勤賞は２割弱の方に発行した。集中コースは
２０名定員のところ３５名であり、通年と同じく定員超過となった。修了証は受講生全
体の６割、皆勤賞は５割の方に発行した。
なお、例年同様、前年度の受講生に協力員として参加を依頼した。
また、今年度も受講生に講義内容の振り返りとして毎回「気づきと感想」を提出して
もらい、今後の研修内容の検討材料として活用し、来年度の研修に反映させていきたい。
【講師】武内
樋口
大沼
平岡
山下
柴田
小嶋
小松

昶篤 （東京都医療社会事業協会副会長）
昌彦 （至誠会第二病院）
扶美江（東京都立広尾病院）
久仁子 (帝京平成大学)
律子 （ゆいまーる障害年金社労士の会）
礼子 （順天堂大学医学部附属練馬病院）
章吾 （国際医療福祉大学）
美智子（武蔵野大学）

（２）グループスーパービジョン【受託事業】
①Ａグループ
９名の受講生が参加し、毎月第４水曜日に東京芸術劇場にて開催された。初回のオリ
エンテーションと各受講生の事例発表、振り返りを含めて計１１回開催した。
受講生からは、
「客観的にみた視点を教えてもらい、自分だけでの振り返りでは、想
像できないようなことに気づくことが出来、今後の支援の糧になった」
、
「出会った人々
と仲間になることが自分の支えとなり、業務に打ち込むことができた」
、
「アドバイスを
いただいたことで、考え方の幅や視野が広がった」と参加しての学びについて感想が寄
せられた。
【講師】柏木 昭 （聖学院大学総合研究所スーパービジョンセンター）
②Ｂグループ
９名の受講生が参加し、毎月第４木曜日に家庭クラブ会館にて開催された。初回
のオリエンテーションと各受講生の事例発表、講師からの文献を用いた講義を含め計１
０回開催した。受講生の経験年数は１～３年であった。受講生からは、
「それぞれのケー
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スを基に講師から理論的に教えてもらい、自分が行った支援を考えなおし深める時間を
得られた」
、
「経験年数が近い SW との交流ができて、とても有意義だった」とのコメン
トを得た。
【講師】石井三智子 （明治学院大学）
③Ｃグループ
毎月第２または第３金曜日に受講生９名で家庭クラブ会館にて開催された。先生は「生
活アセスメント用紙」を使用して、グループスーパービジョンを進めた、受講生からは「事
例検討を通じて自分の日々の患者さんに対する支援のふりかえりができ、スーパーバイザ
ーからの助言によって、そのケースを多面的にとらえることができました」
また「普段交流できない他のＭＳＷの方と交流ができ心強く感じました」
、
「支援結果を
目向きに受け止め直すことが出来た」等のコメントがあった。
【講師】朝比奈 朋子（東京成徳大学）
④ Ｄグループ
９名の受講生が参加し、６～８月は第 4 水曜日、９～３月は第 3 金曜日に家庭クラブ
会館にて開催された。
毎回、担当受講生より提出された事例について、受講生皆による対応方法の検討や振
り返り、講師からの視点の投げかけや理論的助言を加える形で、支持的な関わりを中心
としたグループスーパービジョンが展開された。受講生からは、「新たな気づきになる
と共に共感をすることにより、自身の自信へとつながった」、「（支援に対して）これで
良かったという安心を得ることができ心が穏やかになった」等のコメントが聞かれ、ア
ンケートからも高い満足度が確認できた。
【講師】川村 隆彦 （神奈川県立保健福祉大学）
（３）スーパーバイザー養成講座【自主事業】
１０名の受講生が参加し、家庭クラブ会館にて、全８回開講した。受講生からは、
「個
人レベルでの課題検討をしていると自分だけの考察になってしまうが、ＧＳＶを通じて、
他所の意見や考え、アドバイスをいただいたことにより視野が広がり、折々見解が変わっ
た。自信を貰うことが出来た。業務の中でケースをピックアップし振り返りが詳細にせき
ていなかったが、ケースや業務をふりかえる機会となり自己研鑽にもつながった。
」等の
声が聞かれた。
【講師】福山 和女（ルーテル学院大学）
（４）ＭＳＷのための労災講座 【自主事業】連続講座
１１名の受講生が参加し、土曜日の午後に、月１回、５回連続の講義で、主に「ひらの
亀戸ひまわり診療所」の会議室にて開催された。
１５

各回、各分野の専門家である講師から貴重な講義を受講する機会となった。
「仕事と病
気の関係は深いこと、普段業務の中で伺う患者さんの職歴から病気と関連があるのではな
いかと感じ、関連付けることができること、それを聴き取ることができることもソーシャ
ルワーカーの専門性であることを学んだ。日々の業務に活かしていきたい」との感想が寄
せられた。
第１回 ＭＳＷと労災職業病
第２回 病名から労災職業病を見つける
第３回 労災申請の実務と実際
第４回 アスベスト関連疾患と救済
第５回 精神疾患と労災認定
【講師】高山
平野
飯田
名取
内田

俊雄（ひまわり診療所ＭＳＷ）
敏夫（ひまわり診療所理事長）
勝泰（東京労働安全衛生センター事務局長）
雄司（中皮腫・じん肺・アスベストセンター所長）
正子（東京労働安全衛生センター事務局員）

（６）コーチング講座【自主事業】
土曜日の午後に年５回、受講生９名で、開催された。受講生からは、
「受講していく中
で、部下や後輩との接し方に変化を感じられた。
」
、
「自分のコミュニケーションパターン
がわかった」
、
「これからも継続して講義を受けたい」等のコメントが聞かれた。
【講師】伊藤 三恵（オフィスＤＭｅ）
（７）新人研修フォローアップ講座【自主事業】新規事業
新規事業として、新人研修受講者で３年～５年目の経験者を対象に実施した。日曜日の
全日、年２回、受講生５名で開催された。
受講生からは、「もやもやしていた部分が解消され、今までの自分自身の言動を少なか
らず自信にかえることが出来た」、「事例検討の進め方や、どのように伝えていくと良い
か基本的なことから教えてもらい非常に貴重な機会となった」等のコメントが聞かれた。
少人数かつ経験年数が近いメンバーであったので、満足度が高い研修であったとの感想が
多かった。
【講師】小松 美智子（武蔵野大学）
田上 明
（東京都清瀬喜望園）
３．プログラム検討委員会
協会の研修事業の体系、内容などを検討する諮問機関。全会員対象にアンケート調査
と分析を行うとともに、中堅者向けの集いを実施し今後の研修の内容を協議した。
【委員】伊藤 正子 （法政大学）
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内田 美沙子（田無病院）
大宮 謙一 （荏原病院）
小林 裕一郎（内藤病院）
田上 明
（東京都清瀬喜望園）
原田 剛
（新山手病院）
藤井 かおる（京葉病院）
馬見塚 統子（東大和市高齢者ほっと支援センターなんがい）

[定款第３号事業]
医療ソーシャルワークの必要な調査研究に関する事業【自主事業】
１．医療福祉問題研究委員会〔自主事業〕
当委員会は、
「社会福祉・保健・医療分野における調査・研究及びソーシャルアクション
を行なうこと」を目的に活動を行う。理事会が承認する専門部会である。
平成２７年度は、次年度に新たな委員会の発足をめざし３つの活動を追加した。
（１） ホスピス・緩和ケアにかかわるＭＳＷの集い
平成２８年２月６日（土）
、中野サンプラザにて第３回集い「いつでも、どこでも、自分
らしくに寄り添う～ソーシャルワークを繋ごう～」をテーマに開催した。働く世代の女性
の事例を用いてワールドカフェ方式で、患者の置かれている状況や想い、各機関でＭＳＷ
としてできること等について討論した。参加者２０名（スタッフ除く）
。
（２）ＭＳＷによるセクシュアル・マイノリティへの支援
１０月１４日（水）
、福祉財団ビルにてセクシュアル・マイノリティに関する知識を得る
ための勉強会を開催した。参加者９名。
（３）小児医療問題専門小委員会
東京都小児等在宅医療検討部会に合わせ、同委員と関心のあるＭＳＷで立ち上げた。１
１月１９日（木）
、平成２８年２月１７日（水）
、福祉財団ビルにて開催した。
（４）医療事故調査制度
平成２７年１０月制度の運用開始にあたり、部内で情報収集を行った。
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[定款第４号事業]
４）刊行物の発行に関する事業
１．会員向けニュースレター「東京ＭＳＷ」の発行（各号１０００部）

会員向けニュースレター「東京ＭＳＷ」
（334 号（8 月）
、335 号（11 月）
、336 号（２月）
を発行し、会員相互の情報共有、新しい情報の提供を行うとともに、協会活動を発信する
媒体として機能するような内容の充実に努めた。
２．機関誌『医療ソーシャルワーク』６４号の発行
協会機関誌である『医療ソーシャルワーク』６４号（３月）を発行した。
３．出版部会の開催
年間計画、各刊行物発行のための企画・検討部会を、7 月 10 日、12 月 14 日、3 月 15
日の３回開催した。
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