
人生一番最初の大会
は、滋賀県米原で開催
された時でした。その
年は、阪神淡路大震災
が起き、諸先輩方が支
援に駆けつけている中
での大会でした。私は、
多くのＳＷが研鑽し、
学ぶ姿勢にただただ圧
倒されていました。
その後、縁あって日

本医療社会福祉協会（当時は「日本医療社
会事業協会」）の理事に、福島県郡山の大
会で就任する機会が与えられました。そし
て「北海道（洞爺）」「東京」「徳島」
「兵庫（神戸）」「茨城（つくば）「高
知」「沖縄（那覇）」「山形（天童）」
「長野」「大分（別府）」「群馬（前
橋）」「大阪」と、大会を企画するメン
バーの一人として関わっていきました。
当然のことですが、大会は企画するメン

バーや土地柄といった「個性」がとても表
れます。またその時々の大きな出来事も反
映されていきました。東日本大震災はもち
ろんですが、その他に、火山噴火、地震被
害、家畜の感染により、その地域社会に大

きなダメージを与えたことや、診療報酬改
定による社会福祉士の位置づけといった、
その時期に検討したり支えあえるような課
題に向けて検討し、解決につなげていける
ような中身がプレゼンされたり議論しあっ
たりしました。
2016年新潟大会から、企画の中心が都道

府県協会から日本医療社会福祉協会へとな
りましたが、日本中から出席される仲間を
もてなし、高めあい、支えあえる企画運営
を、協会員一人一人が担っていくことは今
までと変わりません。そのために、今年の
香川大会に参加しましょう。また、神奈川
大会の翌年開催される大会にきちんとつな
げていけるよう、考えていきましょう。
2019年にどのような社会になっているか、

今から予測することは不可能です。しかし
知恵を絞って予測し、何が重要になりそう
かを議論し、それらを踏まえて企画してい
くことが重要です。神奈川大会は県協会理
事とプロジェクトメンバーが企画を担って
いきますが、随時皆さんに意見や行動を頂
くことになります。その際は是非、お力を
ください。もうあと大会まで１年数か月で
す。よろしくお願いいたします。

左右田哲
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全国大会の開催日時、場所が決定しました！
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うなサポート
があれば演題
募集のエント
リーができる
のかなどを盛
り込んで、会
員のニーズ把
握や学会の広
報活動につな
げてはどうか。次年度以降の研
修研究部のスキルアップ研修時
に「学会発表講座Ⅱ」の企画、
全体研修時に「実践報告会」を
企画してはどうか等々、さまざ
まなアイディアと意見交換がさ
れました。
これらは、いずれも企画立案

段階ですので、会員のみなさま
と創り上げていく神奈川大会な
ので、会員ひとり一人が…あな
たが主役です。あなた自身や
ソーシャルワーカーの仲間と共
に「発表の種」を育むことに
よって、芽が出て（演題エント
リー）、花が咲く（学会発表）
ことをサポートしていくことが
できたら…それが学術部会で
す!!みんなで神奈川大会を盛り
上げていきましょう。

「学術部会 ってなぁ～に！？ ～学術部会の役割と、いま話し合っていること～」

学術部会ってなぁ～に!?して
いるところでしょうか…。
それは、2017年9月14日（木）

かながわ県民活動サポートセン
ターにて開催された第２回全国
大会実行プロジェクトにて「学
術部会」が発足されました。
構成メンバーは、重本晴賀

（西湘病院）、髙橋恭子（神奈
川県立保健福祉大学）、一杉浩
史（上白根病院）、福田美香
（東名厚木病院）、堀越由紀子
（東海大学）、陽田加奈子（厚
木市立病院）（50音順：敬称
略）の６名です。
学術部会の役割は「私たちの

学会発表講座（ニュースレター
に掲載）」の企画・作成にはじ
まり、神奈川県からの発表者お
よび共同研究者の募集から発表
までのサポート役として活動を
する部会という位置づけです。
2017年12月12日（火）かなが

わ県民活動サポートセンターに
て開催された第１回学術部会に
における話し合いでは、「神奈
川県からポスター発表を含め、
12演題以上がエントリーできる
ようにしよう!!」という数値目

陽田加奈子

2017/12/12

標を立てました。
目標達成に向けた具体案とし

ては、ニュースレターの掲載内
容を協議した他、紙面だけでは
なく講義形式で学会発表講座Ⅰ
として、「はじめて発表するあ
なたへ（仮案）」というタイト
ルで、研究テーマの見つけ方、
研究計画の立て方、研究の進め
方など、初めて発表する方や発
表の仕方を忘れた方などを対象
に、研究のいろはについて、わ
かりやすい内容の講座を開催し
てはどうかなどの企画案もでま
した。
その他、質的・量的研究、分

析ソフトの紹介、院内に倫理委
員会がない場合はどのようにし
たらよいかなどの内容が含まれ
ているとよいのではないか。日
本医療社会事業学会演題募集に
準ずるスケジュールなどもわか
るとよいのではないかという提
案もありました。
さらに、神奈川県医療ソー

シャルワーカー協会の研修研究
部とのコラボレーション企画で
は、全体研修のときに会員向け
アンケート用紙の質問にどのよ

神奈川デッサンクイズ③
「さて？ここはどこでしょう？」

答えは次号で！

非会員の視点から

皆様、初めまして。小林病院
の櫻井と申します。名の知れた
錚々たるメンバーの中で、櫻井
とは誰だと思うかもしれません
が、実は私自身は神奈川県ＭＳ
Ｗ協会の非会員なのです。今回、
たまたま水野会長との酒席で全
国大会に興味がある旨を伝え、
今回の協力員として参加させて
いただくことになり、広報部会
として活動しております。
さて、非会員として活動して

いる中で、会員・非会員に限ら
ず一丸となればＭＳＷの未来を
盛り上げることができると思い
ました。なぜなら、私自身は会
員の方とはソーシャルワークに
対する意識の温度差があると感
じ、また正直なところ会費の面
もあって協会への入会と今回の
参加を悩んでいた中で、非会員
である私に対しても入会を強制

櫻井優光

せず、逆に今回の
協力員として歓迎してくれたか
らです。人によっては、経済的
事情や家庭事情などで入会が難
しい方もいるかと思いますが、
同じＭＳＷとして協力できるこ
とがまずは重要だと思います。
今回の全国大会はプロジェクト
メンバーが主で動いております
が、神奈川のＭＳＷ全体で盛り
上げていくことで成功につなが
ると信じています。なので、皆

さんの周りに非会員の方がいま
したら、全国大会の情報を流し
ていただき、少しでも知恵が集
まるようにご協力を促していた
だけると嬉しいです。
2019年の神奈川全国大会で、

会員・非会員に限らず多くのＭ
ＳＷが参加されることを望み、
これをきっかけに今後のＭＳＷ
のみらいの架け橋となれればい
いなと思います。



「学会発表」と聞くと、何を発表したらよ
いかわからない、研究ってどう進めればいい
かわからないなど身構えてしまったり、自分
の力量ではできない、大変といった理由で敬
遠してしまうのではないでしょうか。近年は、
退院支援を中心にＳＷに求められる役割や業
務が増え、特に抱える業務量が手一杯でそう
いった学会発表の準備をする時間がとれない、
余裕がないといった意見も多いと思います。
なぜ研究するのでしょうか。特に医療機関

は医師、看護師、リハビリテーションスタッ
フなど専門職集団で構成されていて、どの職
種も積極的に研究活動や専門性の向
上に努めています。であれば、我々
も同じ専門職として根拠のある支援
をし、専門性の向上に努める必要が
あると言えます。それは、医療ソー
シャルワーカーの倫理綱領において
も「価値と原則のⅤ（専門的力量）ソーシャ
ルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専
門性を高める。とあります。そして、倫理基
準のⅡ.実践現場における倫理責任の4.（業
務改善の推進）ソーシャルワーカーは、常に
業務を点検し評価を行い、業務改善を推進す
る。Ⅳ.専門職としての倫理責任1.（専門職
の啓発）ソーシャルワーカーは、利用者・他
の専門職・市民に専門職としての実践を伝え
社会的信用を高める。」などと規定されてお
ります。自分自身の実践をふりかえり、発信
する姿勢や責任が専門職として重要なのでは
ないでしょうか。
必要とわかっていても、どう取り組めばい

いかわからない、何を発表したらよいかテー
マをどうしようと考えてしまいます。何か特
別なことを見つけるのではなく、実は日々取
り組んでいることが実は特別なことかもしれ
ないといった視点の切り替え、自分が支援し
ているクライエントの問題をメゾ・マクロ視
点で捉え話し合ってみると気づくことがある
のではないでしょうか。もしかすると、たま
たまテレビ番組で取り上げられていた内容が
クライエントに起こっているかもしれません。

私たちの学会発表講座 その②

まずは「問題現象」とし
てとらえ、その問題は自
分だけが感じている問題
なのか、特定の患者・家
族だけが抱える問題なの
かを考える必要がありま
す。実はその問題を広く捉えると、その組織
や地域社会が抱える問題であったり、社会で
言われている問題が目の前の患者・家族に当
てはまっているかもしれません。まずは考え
てみる、取り組んでみるから始まると思いま
す。

発表したいテーマが絞れましたら、
発表の方法を検討します。①研究目
的（なぜこの研究に取り組もうと
思ったか、問題現象など）、②方法
（アンケート調査や記録調査、取り
組み、事例報告などの調査方法につ

いて）、③結果（調査の分析結果をデータ集
計したものや事例、取り組み内容結果など）、
④結論（全体を通して述べたい内容、考察、
課題など）、といった構成で抄録を作成し、
発表資料の準備を進めます。抄録は文字数の
規定が各学会で異なるので気をつけましょう。
また、発表資料も事前提出の学会もあれば、
当日データを持参で直前まで修正できる学会
もあります。日本医療社会福祉協会の全国大
会は、事前提出になります。
そして実は「発表演題」が大事です。学会

参加者は抄録の演題名に興味が引かれるかど
うかで聞きたいか判断します。そして、演題
名と内容が合致しているかも重要ですので、
最後まで今興味を引く演題名をいろいろ考え
ましょう。そして取り組みたいテーマや内容
について、その分野で先行研究や他に発表な
どないか調べることが必要です。過去の学会
抄録をさかのぼる、ＣｉＮｉｉなどの論文検
索サイトで過去の研究をレビューしてみる、
参考図書を読んでみるなどしてみてはいかが
でしょうか。まずは、やってみる！調べてみ
る！ですね。

一杉浩史

初めての取り掛かり

＜編集注＞
□オンラインデータベースの代表的なもの
・ＣｉＮｉｉ（サイニー）・・・https://ci.nii.ac.jp/
・Ｊ-ＳＴＡＧＥ・・・https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
・Ｇｏｏｇｌｅ Ｓｃｈｏｌａｒ・・・https://scholar.google.co.jp/

□文献入手方法
・国立国会図書館の遠隔複写サービス利用
・近隣大学図書館
（利用の可否は個々にお問い合わせください）
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第３回かながわ大会みらいプロジェクト全体会議報告

2017年11月

28日、プロ
ジェクトメン
バーの鈴木克
典さんのご協
力も得て、藤
沢市にある、
医療法人社団
孝誠佑覚会い

きるけあにて第３回の全体会議
を行いました。
プロモーション部では、『か

ながわ大会2019』と題したＰＶ
づくりにあたり、神奈川県内の
名所をまわり準備をしているこ
とや、タスキの作成・マスコッ
ト（？）となるカモメ隊長にも
登場して頂き、動画撮影を計画
中とのことでした。現在協力メ
ンバーを募集しています！
広報部では、封筒・ロゴマー

クづくりを検討しており、
ニュースレター２号について作

出ています。その他、全体の構
成や、企画についても引き続き
検討していきます。ぜひ講演し
てほしい方や企画など、会員の
皆様のご意見もお待ちしていま
す。
現在山場となっていた、会場

候補ですが今回は、大会の行わ
れる年にオープンする川崎市コ
ンベンションホールの活用につ
いて提案がありました。パシ
フィコについては、同じ年に行
われる国のイベントより影響が
出そうであるということでした。
会場の結果は、この紙面でご報
告された通りです！2019年の神
奈川は、いろいろとイベントが
盛りだくさんで、賑やかな年と
なりそうです。
以上、第３回目の会議につい

て報告させて頂きました。次回
は１月に開催される予定です！

成中であるとのことでした。
ニュースレター２号は皆様の

お手元にすでに届いております
が、プロジェクト名称を『かな
がわ大会みらいプロジェクト』
とすることがきまりました！皆
様是非覚えてくださいね。
全体プログラム部では、大会

のコンセプトについてメンバー
内で意見交換を行いました。神
奈川らしさや、ソーシャルワー
クのキーワードとして、「多様
性」「ダイバーシティ」「生き
づらさを支える人を支える」
「地域の多様性」「創造して、
発信する」「ともに生きる、実
践での気づきをかたちに」
「風」「時代の風」「多文化共
生」「みらいのソーシャルワー
ク」など、たくさんの意見が出
ました。現在、案として『とも
に生きる・ダイバーシティかな
がわ』はどうか、という意見が

福田美香

2017/11/28

神奈川デッサンクイズ②
「さて？ここはどこでしょう？」

正解は・・・「横浜関帝廟（横浜中華街）」
開港して間もない1862年、一人の中国人が関羽の木

像を抱いて、現在の地にささやかな祠を開いたといわれ
ます。以来、横浜中華街に住む人々の心の拠り所として
親しまれてきた横濱関帝廟。祀られている主神は三国志
の英雄として有名な実在の武将関羽（關聖帝君）。

武人としてだけでなく、帳簿を発明するなど、理財にも
精通していたため、中国では「財神」すなわち金儲けや
商売繁昌の神として信仰されています。武将にとっても
商人にとっても一番大切なものは信義・信用という点から、
商業神としての信仰も厚く奉られています。（横浜観光情
報より）

「あれ？パシフィコじゃないん
だ…」
会員の皆さまの声が聞こえて

きそうです。会場については、
2017年7月より、日本医療社会
福祉協会、当協会で探し始めま
したが、①パシフィコ等の空き
がない②公共施設や大学は予約
を受け付けていないという状況
で大変苦労をしました。

唯一、あるホテルの仮予約に
までこぎつけましたが、1,000
人以上の参加者が見込める本大
会の会場としては手狭であり、
「そこしかない」「でも…」と
会議は常に紛糾する状況でした。
そんな中、未完の公共施設で

ありながら、予約を１年６か月
前から受け付けている「川崎コ
ンベンションホール」を知り、

予約開始日に
真っ先に抑え
ることができ
たのです。
前回の神奈川大会も、完成し

たてのパシフィコで行ったと聞
きます。今回も新築のコンベン
ションホールです。まさに、時
代を先取していく神奈川らしい
会場ではないかと思っています。

水野茂樹

全国大会の会場について・・・ちょっとひとこと・・・


