
2019年かながわ

大会本番まで、いよ

いよ１年をきりまし

た！例年10月頃か

ら12月にかけて、演

題発表の受付が開

始されます。準備し

ている皆様、そして現在調整中の皆様、どうぞ

一緒にがんばりましょう。かながわ大会で、ど

んな発表に出会えるのかとても楽しみにしてい

ます。

今回理事として全国大会準備に関わること

が出来ることは大変喜ばしく、プロジェクトメン

バーをはじめ、皆様と共につくりあげる過程は

とても“わくわく”します。同じ専門職として様々

な意見交換を通じて、自身の専門性を振り返

る機会にもなっています。私事ですが、この仕

事につき初めて学会発表させて頂いた場が、

（公社）日本医療社会福祉協会の全国大会で

した。まだ４年目という時期で、先輩のサポー

トを受けながら取り組んだことは今でも自身の

成長につながる、すばらしい財産となりました。

私たちには医療ソーシャルワーカー倫理綱

領があり、「価値と原則」には「専門的力量：

ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、
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その専門性を高める」注）とあります。「倫理基

準」では、「Ⅳ専門職としての倫理責任」として

「専門性の向上」、「調査・研究」があります。

日頃の業務をまとめる作業は専門職としての

責務であると言えます。

プロジェクトチームには学術部会があります。

メンバーには現任の大学の先生方をはじめ、

現場で活躍しながら研究に励まれている協力

員の方がおり、発表に向けた支援を行ってい

ます。具体的な研究の手法も学べる講座は２

回開催され、毎回30名前後の方が参加されて

います。アンケート集計では、参加された方の

約半数はまだ悩んではいるが、発表を検討し

ている、という嬉しい声も届いています。日常

業務に追われ、なかなか着手できない方も多

い中、「やってみたい」という気持ちは持ってい

て、きっかけがあればチャレンジしたいという

思いがあることも、今回のとりくみから知ること

ができました。

最後になりますが、全国大会に向けたメッ

セージとして、是非まずは会場に足を運んで

頂き、全国の取り組みや研究を直接聞いてほ

しいと思います。必ず、「元気をもらえる！」と

信じています。

福田 美香

注）（公社）日本医療社会福祉協会HPより2007年制定版

「かながわ大会」演題応募〆切は１２月！
次に神奈川で学会が開かれるのはいつ？ この機会を逃さないで、準備を急ごう！



瀬戸大橋

全体プログラ

ム部会は、９名

の有志で構成

しています。

この原稿を執

筆している９月

末現在のメイン

の活動は、８月

末に皆様の元にお送りしました

「全国大会 ｉｎかながわ企画

テーマ募集」の検討です。「とも

に生きる」「当事者性」「MSWマイ

ンド」「神奈川県らしさ」「医療」の

５つのポイントを鑑みて、提案さ

れている企画が、大会のテーマ

である「ともに生きる～みらいの

ソーシャルワークの風をつくる

～」にフィットしていけるか、活発

に意見を出しあい、内容の向上

「全体プログラム部会 」

を図っていっています。今後

は皆様からの企画応募も含め、

更に検討し、来年１月頃には

（公社）日本医療社会福祉協

会理事会からの企画との日程

調整も一段落つく事でしょう。

その後も大会当日まで様々な

予測のつかない業務も増えて

くるに違いありません。幸いに

して、当部会構成メンバーは

非常にサポーティブな方ばか

りですので、共に汗をかくこと

も苦にならないと感じています。

しかし何と言っても、こういう

企画に加わらせてもらったの

は、本当に「得難い経験」に

なっています。

これからは皆様のご協力ご

支援が一番必要になります。

「得難い経験」を共にしましょ

う！今後もお声かけさせて頂

きますので、是非よろしくお願

い致します。

「神奈川県に来たら絶対に食べておきたい絶品グルメ（麺編）」

川崎・ニュータンタンメン

中国の担々麺をヒントに作られ
た、塩ベースのスープに、にん
にくと唐辛子が入り、具に溶き
卵とひき肉が入る川崎のメチャ
辛ソウルフード。

横浜・家系ラーメン

不動の人気を誇る家系（いえ
けい）ラーメンは、豚骨醤油
ベースの濃い目のスープに、
ストレートの太麺が特徴的。
トッピングは、ノリ、チャー
シュー、ほうれん草、白ねぎ。

横浜・サンマーメン

調理人のまかない料理であっ
たとろみ付きの肉そばが原形。
戦後、横浜にある中華料理店
から広がり、60年あまりの歴史
がある。肉やもやしなどの野菜
に餡をかけたとろみのついた
スープがサンマーメンの特徴。

左右田 哲



ることも重要です。「オレ

ンジ」とメニューに書いて

あるのに、出てきたもの

に「オレンジ」が見当たら

ないということがないよう

にしなくてはなりません。

タイトルはすぐに決まら

なくても、仮のタイトルを

つけておきます。文字に

して、自分の目で眺める

ことでアイデアがわいて

くることがあります。思いついたタイトルをいくつも書

いておいて、少し時間をおいて見直すことも有効で

す。

抄録を書くときは、他の人が書いたものを読むこ

とをお勧めします。自分の興味関心と近いものを読

むことも大事ですが、他にも研究や実践の手法など

が似ているものも参考になります（看護など他の領

域のものでも）。読んでその発表についてよくわか

る、イメージできるものがあれば、お手本にしてみる

（真似をする）とよいと思います。

４．締め切りについて

前回の香川大会（平成30年6月16日）の抄録応募

期間は平成29年10月30日～12月8日でした。抄録

を実際に書くときに一番苦労するのは、早

い締め切りだと思います。なぜなら【結果】

【結論】を書くには、一通り研究が終わっ

ていないと書くことができません。コマー

シャルのように「続きはWEBで！」のように、

「続きは当日会場で！」というわけにはい

きません（HPにも注意事項として記載されていま

す）。対策としては、①頑張って研究スピードを上げ

る②時間を逆算して、締め切りの時間内でできるこ

とでテーマ内容を考える③締め切りまでの時間でで

きたことで発表する、などが考えられます。「考えて

いたことの半分しかできなかった…」ということはよく

あります。一人一人置かれている状況や立場は異

なります。また研究や実践は相手があることで、自

分でコントロールできない部分もあります。大事なこ

とは自分の置かれている状況の中で「できることを

する」ことです。当初の50％だとしても、他の人の新

たな発見、気づきにつながることがあります。チャレ

ンジしようと思った気持ちを大切にして、応募してほ

しいと思います。

私たちの学会発表講座 その⑥

「抄録の書き方」

１．演題募集のページ確認について

今回のテーマは抄録の書き方です（NEWS PAPER

第３号でも一杉さんが解説してくれています）。抄録

は学会・大会によって書き方が決まっています。ま

ずは、大会のホームページの演題募集のページか

ら抄録のフォーマットやルール（文字数や図表の使

用の可否など）について確認します。かながわ大会

のホームページにまだ演題募集のページがない場

合は前回の香川大会の内容を確認してみてくださ

い。抄録は「演題名」と「発表概要」で構成されてい

ます。順番的には「演題名」→「発表概要」の順番に

なりますが、実際に書く時には「発表概要」→「演題

名」の流れのほうが書きやすいので、この順番で説

明します。

２．発表概要について

「発表概要」は【目的】【方法】【結果】【結論】に

沿って書きます（香川大会）。【目的】では「何を明ら

かにしたいのか」を示します。【方法】は【目的】を

「明らかにするための方法」です。研究であればア

ンケート調査やインタビュー、実践報告の場合は、

実践の具体的な内容が方法になります。人を対象

とする調査の場合も実践の場合は、対象（者）を明

記し、倫理的配慮についても記述します（第４号

赤澤先生の解説を参考にしてください）。【結果】は

【方法】で示された調査や実践についての

結果を書きます。【結論】は【方法】【結果】

を踏まえて、最初の【目的】に対して、どの

ようなことが導き出されたのかを書きます。

一度書けたらこの【目的】【方法】【結果】

【結論】の整合性がとれているか確認して

みてください。

３．演題名（タイトル）について

「発表概要」が書けたら、最後に「演題名」を付け

ます。一度読んで、研究の概要やこだわりポイント

がわかることも大事です。これは料理のメニュー名

を考えるのと似ています。例えばイタリア産ブラッド

オレンジを使ってジュースを作った場合、「オレンジ

ジュース」と「イタリアブラッドオレンジのフレッシュ

ジュース」では印象が変わります。そのこだわりを

わかってくれるメニュー名のほうが選んでくれる可

能性が高くなります。逆にイタリア産のオレンジを

使っていないのに「イタリア産オレンジジュース」とし

て出すことはできません（叱られます）。

また「演題名」と「発表概要」の整合性がとれてい

松崎 吉之助
（相模女子大学）



まさに猛烈な暑さの夏が過ぎ
ていこうとしていますが、来年度
のかながわ大会に向け私たちプ
ロジェクトメンバーはどんどんア
ツさを増して、準備を進めていま
す。7月31日には第７回みなプロ

全体会議がかながわ県民サ
ポートセンターで行われました。
学術部会、全体プログラム部会、
交流会部会、広報部会、プロ
モーション部会と５つの部会で活
動してきましたが、より円滑にか
ながわ大会を運営するにあたり、
理事による総務部会が発足しま
した。総務部会では公文書の手
配やみなプロ全体会議の会場手
配といった事務的なことから、日
本協会全国大会では初の試みと
なる託児といった種々のことにつ
いて担当します。

他の学会や研修では託児ス
ペースを見る機会も増えてきまし
た。また、親子で学会に参加し、
パパ・ママが交代で子供の面倒
を見たり、研究発表をしたり、講
演を聞いたりしている例もあるそ
うです。せっかくの地元開催です
ので、小さなお子さんがいても気
にせずに参加できるような大会
にしたいですね。それこそ、みら
いの風であり、かながわらしさ、
ではないでしょうか。託児に関し
てはこれから打ち合わせを重ね、
慎重に検討していく予定です。託
児時間と人数には限りがあるこ

「第7回全体会議報告＆第２回日本協会との合同会議報告」

とが予想されますが、講演会場、
分科会会場でもお子さん連れで
の参加が出来るようにしていき
たいと考えています。
この全体会議を踏まえ、8月6

日には日本協会担当者と合同
会議がおこなわれました。場所
は川崎市コンベンションホール。
そうです！来年のかながわ大会
がおこなわれる会場です。ホー
ル、ホワイエ、会議室、控室、搬
入通路、果てはトイレの個室の
数まで、入念な下見をしてきまし
た。真新しい会場はとても気持
ちがよく、この会場に1,000人以

上の参加者が集まるのかと思う
と、わくわくするのと同時に、遺
漏なく準備を進めていかなくては
ならない、と気が引き締まりまし
た。

プロジェクトメンバーは、各部
会の打ち合わせ、全体会議、日
本協会との合同会議で細かなこ
とを含め、いろいろなことを話し
合っています。どんなことを話し

合っているのかを理事を含めた

会員の皆さんに現在進行形でお
知らせ出来る方法がないものか、
とメンバーでも考えています。い
いアイディアがあればぜひお聞
かせください。8月の全体会議は
休会で、9月27日に第８回全体会
議、10月13日に第３回日本協会

との合同会議が行われる予定で
す。
例年、12月には分科会の演題

登録の案内がお手元に届きます。
神奈川のみなさんの学会発表を
応援すべく、10月30日には「学会

発表ゼミナール」を開催します。
近隣の都県MSW協会会員にも、

かながわ大会の案内チラシを発
送すべく、作成の準備に取り掛
かっています。講演やシンポジウ
ムのスピーカーとの交渉も始まり
ます。気温が下がっていっても、
今年はアツい秋と冬になりそうで
す。

佐々木 麻里
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