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宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
副会長　小森　有芙子

　TKGとSW

　みなさん、こんにちは。副会長の小森です。今回は私らしい切り口で

みなさんに想いを届けたいと思います。

　突然ですが、みなさんは「たまごかけご飯（TKG）」を食べたことがあ

りますか？食べたことがある方は、どのような手順でTKGを作ります

か？周りの人と比較してみてください。たまごをご飯に直接割り落と

す方、たまごを別な器に割ってからご飯にかける方。醤油を入れるタイ

ミング、混ぜるタイミングなど、人や家庭によって作り方はさまざまだ

と思います。ちなみに、私はたまごを別の器に割り入れて、よくかき混

ぜてから醤油を垂らし、ご飯にかけます。醤油は日南の少し甘いものだと最高です。

　TKGの作り方一つとっても様々な方法があるように、困難に直面した際の対処法も人それぞれです。自

分一人で考えて解決してきた方、家族で話し合って力を合わせて解決してきた方など、多様な対処法があ

るでしょう。そして、私たちの生活は何らかの意思決定、選択の連続から成り立っています。朝何時に起き

るか、朝ご飯は何を食べるのか、どの服を着るかなどの日常生活における意思決定、進路選択や職業選択、

結婚など人生の岐路となる重要な意思決定。その意思決定・選択方法も何を基準に選ぶかは人それぞれだ

と思います。私たちが援助をするのは人です。クライエントとその家族の人生を援助するのです。その人

たちは、ひとりひとり違う家庭・環境で生活をし、異なる価値観を持っています。その人がどのような価値

観を持っているのか、クライエントにとっての「普通」とはなにか、それはクライエントに聞いて教わるし

かないのです。クライエントを勝手に解釈するのではなく、肯定的な関心を持ってその人の「普通」や「や

り方」を理解し、オーダーメイドの援助をおこなう必要があります。退院支援に追われる日常の中で、個別

化の原則を忘れていませんか？

　病という体験や病院という場所は、人々の「日常性」を大きく揺るがす要因となります。これまで「普通」

に出来ていたことが出来なくなり、社会生活の変化はもちろんのこと、それまで根底からその人を支えて

いた家族との関係性や、時にはその人自身の自己像の修正を迫ることさえあります。そのような中で人々

は命や人生にまつわる重要な決断を次々と迫られることになります。医療という行為の最終目標が、人々

の生活の安寧(well-being)であるならば、医療を使いこなしながら病や障害という困難さと共存してい

けるような人生のあり方をサポートする存在として、医療ソーシャルワーカーは求められています。

　人生の伴走者という責任の重い仕事には、多くの精神的負荷が

かかります。そのため、ソーシャルワーカーは倫理綱領を拠り所と

し、その精神的負荷を理解・共感し、支え合う仲間を必要としてい

ます。我々宮崎県医療ソーシャルワーカー協会は、会員のみなさん

の拠り所として、支え合うことのできる関係を構築する場として

存在しています。研修や協会活動に積極的に参加し、仲間を増やし

てみませんか？同じソーシャルワーカーでも異なるTKGの作り方

をする人に出会うことでしょう。
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　今回、平成31年3月9日に行われまし
た、ソーシャルワーク・スキルアップ研
修「日本福祉大学 田中千枝子先生講師
のもと、スーパービジョン入門（導入編）
スーパーバイザーの視点から」に参加さ
せていただきました。私自身、平成27年

2月22日に開催された田中先生講師におけるスーパービ
ジョン研修～支援の「見立て」と「手立て」を考える～とい
う研修に参加させていただき、その時はスーパーバイ
ジーとして事例提供をさせていただきました。その際は、
田中先生を始め、諸先輩の方々から様々なご意見をいた
だき、実際の支援に即活用することができました。
　今回の研修は、実際の現場で自分が未だ携わったこと
がない、スーパーバイザーとしてのスーパービジョンと
は何か、また、スーパーバイザーとしての在り方について
の講義を受け、学びを深めることができました。スーパー
ビジョンを展開していくうえで、スーパーバイザーは、
スーパーバイジーが何に対して不安を抱いているか、ま
た何に対して疑問を抱いているかを的確に判断し、スー
パーバイジーが不安という感情をポジティブに捉えれる
よう働きかけることが大切であると学ぶことができまし
た。また、スーパーバイザーの意見をただ伝えるだけでは
なく、あくまでもスーパーバイジーの気づきや能力を引
き出すことが重要なことであり、スーパーバイジーの強
みを生かし弱みをカバーすることが大切であることが分
かりました。
　私自身、未だスーパーバイザーとしてスーパービジョ
ンを展開した機会はありませんが、いざ自分がそういう
立場となった時に最大限スーパーバイジーの能力を引き
出せるよう今回の研修を通し学べたことを振り返り日々
努めてまいりたいと思います。

　東京、大阪、京都、神戸、遠くは仙台ま
で、研修受講のため、遠路遥々足を運ん
でいました。この度、地元でスーパービ
ジョンの研修が受講でき、顔なじみの
ソーシャルワーカーと一緒に学ぶ時間
を持つことができました。

　日本における昨今の児童虐待問題では、国会関係者に
おいて児童虐待防止に関する新たな資格創設の話がもち
上がっています。「イギリスでは、児童虐待の見逃しは
スーパービジョン体制の整備を求められ、スーパービ
ジョンは社会に対して質の保障をする責任があり、対応
が不十分であれば責任が問われる」、国の違いによるもの
の見方、取組みの違いを知りました。
　「組織内のスーパービジョン体制の場と機会の保障は、
利用者の利益をバイジーに対して保障し、社会に保障す
る。（ソーシャルワーカーは）専門職として社会から認め
られ、社会との関係の中でサービスの質の保障をする」、
バイザーは、基本に立ち返ってソーシャルワーカーの専
門性を熟知し、プロフェッショナルとしてスーパービ
ジョンを行っていくことが必要と改めて思い、同時に責
任の重みも痛感しました。
　「暗黙知を形式知にするために言語化する。事例検討で
はなく、振り返りをする。事例をどのように捉え、アセス
メントを行い、何を根拠にバイジーが判断したかを知
る」、私たちソーシャルワーカーは、基本的に身体所見や
検査データなどの客観的データで支援するのではありま
せん。言葉にならずにモヤモヤするものも含め、言語化
し、判断の根拠を知ることは、専門職として必要なことだ
と納得できました。
　「スーパービジョンのまな板の上には『実践』を置く、バ
イジーの『ひっかかりポイント』を知り、お互いで分かり
あう。バイジーをエンパワメントできるようにストレン
グスに着目し、時には組織にもバイジーとともに働きか
ける」、グループワークにおいて、架空のバイジーによる
ジレンマ状況を設定し、バイジーのバイオ、サイコ、ソー
シャルのストレングスに着目しました。「目の下にクマが
出来ている」、皆さんはどんなストレングスと捉えます
か。『目の下のクマ』をストレングスとして捉えるのは、
「そんな視点もありですね」と、面白かったです。発表され
た別グループのストレングスの視点は、研修会場が爆笑
するほどで、複眼的な視点を磨く、よい経験をさせていた
だきました。
　スーパービジョンにとても実りある研修でした。また
是非宮崎で、顔なじみのソーシャルワーカーと一緒に学
べる次の開催があることを願っています。

ソーシャルワーク・
　スキルアップ研修
ソーシャルワーク・・ソーシャルワーク・シャルワ クソーシャルワーク・
スキルアップ研修スキルアップ研修スキルアップ研修

ソーシャルワーク・
　スキルアップ研修

平成30年度

【日時】平成31年3月9日（土）9時30分～16時
【場所】宮崎グリーンホテル　2階 大会議室

日本福祉大学　社会福祉学部
　社会福祉学科　教授
スーパービジョン研究センター
　センター長
　　　　田中　千枝子 氏

スーパービジョン入門（導入編）
　スーパーバイザーの視点から

潤和会居宅介護支援事業所　中武　祐喜 宮崎大学医学部付属病院　濱村　まり
感想 感想

テーマ

講師
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　令和元年６月１日（土）　宮崎グリーンホテルにて定期総会が開催され、前年度の事業報告及び
決算、監査報告。今年度事業計画、予算案が審議されました。
　また、総会後に新入会員の紹介がありました。

　今回の研修は、「保証人問題と医
療ソーシャルワーカーの役割を考
える」というテーマでのご講演でし
た。研修内容は足立区、伊賀市等の
社会福祉協議会の取り組み、保証人
問題の実態調査の結果報告（「日本

総合研究所等の調査研究報告書」は2018年３月、
「身元保証がない人の入院及び医療に係る意思決定
が困難な人への支援に関するガイドライン（案）」は
2019年3月）があり実質的な取り組みがこれから進
んでいくということでした。事業者が行う「身元保証
サービス」も高額の費用がかかる等、一般的ではない
ようでした。また地域連携ネットワークの構築、地域
ケア会議の重要性、MSWに求められる役割は総合
的、高度な価値・知識・技術の提供とあり、日々の自己
研鑽の必要性を改めて感じました。
　後半の事例「認知症高齢者への生活支援」の検討の
グループワークでは、地域包括支援センターのMSW
がどのような関わりが必要か等で話し合いがなされ
ました。包括支援センター、病院、訪問看護等の様々
な職種の方々からとても参考になる貴重な意見を伺
うことができ、大変有意義でした。地域とのネット
ワーク作りは、このようなグループワークで多職種
の方々の現場の声や患者（利用者）様の想いを聞きな
がら理解するところから始まるのではないかと感じ
ました。
　精神科病院に勤務するPSWとして保証人問題に
関わり苦労した経験は、少なくありません。実際、一
医療機関で出来ることには限界があると感じており
ましたので、この研修で学んだことを今後に活かし
ていきたいと思います。

　令和元年定期総会後研修は保証
人問題と医療ソーシャルワーカー
の役割を考えるがテーマでした。当
院でも保証人問題について1年間
で数件の相談件数があり、手術の同
意書など苦慮する点もありました。

しかし、金銭的には困っていない方や、生活保護を受
給されている方であったため支援として他機関に介
入を依頼することはありませんでした。当院での相
談件数は少ないですが、今後の課題解決のため受講
させて頂きました。
　当院の少ない件数の中でも、今後少子高齢化が進
む中で保証人不在の方は増えると感じておりました
が、今回の研修を通して、制度の理解や行政の動きを
学ぶことで、いざという時に慌てることなく支援を
行う事ができると感じました。
　事例検討では身寄りのいない認知症高齢者への生
活支援について意見交換を行いました。本人のニー
ズを代弁し、関係機関へ繋げる支援者の高度な技術
が必要になるという話が印象に残っています。認知
症の高齢者に対して、気づかないうちに支援者に都
合のいいプランを提案していることがあるというお
話を伺い、改めて自己決定ができないと決めつける
のではなく、人となりをみて支援をしていくことの
大切さを感じました。
　保証人問題は対応方策が確立されておらず、模索
している段階と今回の研修で学び、常にアンテナを
張り情報収集を行っていきたいと考えています。
　最後に、講師をしてくださった林先生、宮崎県医療
ソーシャルワーカー協会へ感謝申し上げます。あり
がとうございました。

総会後研修
保証人問題と
医療ソーシャルワーカーの役割を考える

新入会員紹介

髙宮病院　石田　明美 野崎東病院　奈良　麻衣子

同朋大学　社会福祉学部　社会福祉学科　
専任講師　林　祐介 氏

テーマ

講　師

感想 感想

①所属（勤務先）　②ソーシャルワーカー経験年数
③趣味　④マイブーム　⑤座右の銘　⑥抱負

①国立病院機構都城医療センター
②4ヶ月　③音楽・ライブ
④友人の誘ってくれる
　キャンプに参加すること
⑤為せば成る
⑥MSWとして働くのは初めてで、
改めて患者様やご家族との関わ
り、制度など日々勉強中です。よろ
しくお願いします。

和田佳那子和田佳那子和田佳那子
①鶴田病院　②12年
③スポーツ全般
④特にありません。
⑤明日は明日の風が吹く
⑥MSWとしては、初めての勤務に
なります。個人的なスキルアップと
ともに、本協会の皆様のご指導を賜
りながら、MSWとして成長してい
ければと考えております。

大薗勝明大薗勝明大薗勝明
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宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
令和元年度　定期総会

宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
令和元年度　定期総会

宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
令和元年度　定期総会

宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
令和元年度　定期総会



宮崎県医療ソーシャルワーカー協会NEWS 宮崎県医療ソーシャルワーカー協会NEWS 第70号 令和元年7月31日  第70号 令和元年7月31日

宮
崎
県
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

協
会
N
E
W
S

第70号

　令和元年６月１日（土）　宮崎グリーンホテルにて定期総会が開催され、前年度の事業報告及び
決算、監査報告。今年度事業計画、予算案が審議されました。
　また、総会後に新入会員の紹介がありました。

　今回の研修は、「保証人問題と医
療ソーシャルワーカーの役割を考
える」というテーマでのご講演でし
た。研修内容は足立区、伊賀市等の
社会福祉協議会の取り組み、保証人
問題の実態調査の結果報告（「日本

総合研究所等の調査研究報告書」は2018年３月、
「身元保証がない人の入院及び医療に係る意思決定
が困難な人への支援に関するガイドライン（案）」は
2019年3月）があり実質的な取り組みがこれから進
んでいくということでした。事業者が行う「身元保証
サービス」も高額の費用がかかる等、一般的ではない
ようでした。また地域連携ネットワークの構築、地域
ケア会議の重要性、MSWに求められる役割は総合
的、高度な価値・知識・技術の提供とあり、日々の自己
研鑽の必要性を改めて感じました。
　後半の事例「認知症高齢者への生活支援」の検討の
グループワークでは、地域包括支援センターのMSW
がどのような関わりが必要か等で話し合いがなされ
ました。包括支援センター、病院、訪問看護等の様々
な職種の方々からとても参考になる貴重な意見を伺
うことができ、大変有意義でした。地域とのネット
ワーク作りは、このようなグループワークで多職種
の方々の現場の声や患者（利用者）様の想いを聞きな
がら理解するところから始まるのではないかと感じ
ました。
　精神科病院に勤務するPSWとして保証人問題に
関わり苦労した経験は、少なくありません。実際、一
医療機関で出来ることには限界があると感じており
ましたので、この研修で学んだことを今後に活かし
ていきたいと思います。

　令和元年定期総会後研修は保証
人問題と医療ソーシャルワーカー
の役割を考えるがテーマでした。当
院でも保証人問題について1年間
で数件の相談件数があり、手術の同
意書など苦慮する点もありました。

しかし、金銭的には困っていない方や、生活保護を受
給されている方であったため支援として他機関に介
入を依頼することはありませんでした。当院での相
談件数は少ないですが、今後の課題解決のため受講
させて頂きました。
　当院の少ない件数の中でも、今後少子高齢化が進
む中で保証人不在の方は増えると感じておりました
が、今回の研修を通して、制度の理解や行政の動きを
学ぶことで、いざという時に慌てることなく支援を
行う事ができると感じました。
　事例検討では身寄りのいない認知症高齢者への生
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が必要になるという話が印象に残っています。認知
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ソーシャルワーカー協会へ感謝申し上げます。あり
がとうございました。

総会後研修
保証人問題と
医療ソーシャルワーカーの役割を考える

新入会員紹介

髙宮病院　石田　明美 野崎東病院　奈良　麻衣子

同朋大学　社会福祉学部　社会福祉学科　
専任講師　林　祐介 氏

テーマ

講　師

感想 感想

①所属（勤務先）　②ソーシャルワーカー経験年数
③趣味　④マイブーム　⑤座右の銘　⑥抱負

①国立病院機構都城医療センター
②4ヶ月　③音楽・ライブ
④友人の誘ってくれる
　キャンプに参加すること
⑤為せば成る
⑥MSWとして働くのは初めてで、
改めて患者様やご家族との関わ
り、制度など日々勉強中です。よろ
しくお願いします。

和田佳那子和田佳那子和田佳那子
①鶴田病院　②12年
③スポーツ全般
④特にありません。
⑤明日は明日の風が吹く
⑥MSWとしては、初めての勤務に
なります。個人的なスキルアップと
ともに、本協会の皆様のご指導を賜
りながら、MSWとして成長してい
ければと考えております。

大薗勝明大薗勝明大薗勝明
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宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
令和元年度　定期総会

宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
令和元年度　定期総会

宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
令和元年度　定期総会
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宮崎県医療ソーシャルワーカー協会
副会長　小森　有芙子

　TKGとSW

　みなさん、こんにちは。副会長の小森です。今回は私らしい切り口で

みなさんに想いを届けたいと思います。

　突然ですが、みなさんは「たまごかけご飯（TKG）」を食べたことがあ

りますか？食べたことがある方は、どのような手順でTKGを作ります

か？周りの人と比較してみてください。たまごをご飯に直接割り落と

す方、たまごを別な器に割ってからご飯にかける方。醤油を入れるタイ

ミング、混ぜるタイミングなど、人や家庭によって作り方はさまざまだ

と思います。ちなみに、私はたまごを別の器に割り入れて、よくかき混

ぜてから醤油を垂らし、ご飯にかけます。醤油は日南の少し甘いものだと最高です。

　TKGの作り方一つとっても様々な方法があるように、困難に直面した際の対処法も人それぞれです。自

分一人で考えて解決してきた方、家族で話し合って力を合わせて解決してきた方など、多様な対処法があ

るでしょう。そして、私たちの生活は何らかの意思決定、選択の連続から成り立っています。朝何時に起き

るか、朝ご飯は何を食べるのか、どの服を着るかなどの日常生活における意思決定、進路選択や職業選択、

結婚など人生の岐路となる重要な意思決定。その意思決定・選択方法も何を基準に選ぶかは人それぞれだ

と思います。私たちが援助をするのは人です。クライエントとその家族の人生を援助するのです。その人

たちは、ひとりひとり違う家庭・環境で生活をし、異なる価値観を持っています。その人がどのような価値

観を持っているのか、クライエントにとっての「普通」とはなにか、それはクライエントに聞いて教わるし

かないのです。クライエントを勝手に解釈するのではなく、肯定的な関心を持ってその人の「普通」や「や

り方」を理解し、オーダーメイドの援助をおこなう必要があります。退院支援に追われる日常の中で、個別

化の原則を忘れていませんか？

　病という体験や病院という場所は、人々の「日常性」を大きく揺るがす要因となります。これまで「普通」

に出来ていたことが出来なくなり、社会生活の変化はもちろんのこと、それまで根底からその人を支えて

いた家族との関係性や、時にはその人自身の自己像の修正を迫ることさえあります。そのような中で人々

は命や人生にまつわる重要な決断を次々と迫られることになります。医療という行為の最終目標が、人々

の生活の安寧(well-being)であるならば、医療を使いこなしながら病や障害という困難さと共存してい

けるような人生のあり方をサポートする存在として、医療ソーシャルワーカーは求められています。

　人生の伴走者という責任の重い仕事には、多くの精神的負荷が

かかります。そのため、ソーシャルワーカーは倫理綱領を拠り所と

し、その精神的負荷を理解・共感し、支え合う仲間を必要としてい

ます。我々宮崎県医療ソーシャルワーカー協会は、会員のみなさん

の拠り所として、支え合うことのできる関係を構築する場として

存在しています。研修や協会活動に積極的に参加し、仲間を増やし

てみませんか？同じソーシャルワーカーでも異なるTKGの作り方

をする人に出会うことでしょう。
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　今回、平成31年3月9日に行われまし
た、ソーシャルワーク・スキルアップ研
修「日本福祉大学 田中千枝子先生講師
のもと、スーパービジョン入門（導入編）
スーパーバイザーの視点から」に参加さ
せていただきました。私自身、平成27年

2月22日に開催された田中先生講師におけるスーパービ
ジョン研修～支援の「見立て」と「手立て」を考える～とい
う研修に参加させていただき、その時はスーパーバイ
ジーとして事例提供をさせていただきました。その際は、
田中先生を始め、諸先輩の方々から様々なご意見をいた
だき、実際の支援に即活用することができました。
　今回の研修は、実際の現場で自分が未だ携わったこと
がない、スーパーバイザーとしてのスーパービジョンと
は何か、また、スーパーバイザーとしての在り方について
の講義を受け、学びを深めることができました。スーパー
ビジョンを展開していくうえで、スーパーバイザーは、
スーパーバイジーが何に対して不安を抱いているか、ま
た何に対して疑問を抱いているかを的確に判断し、スー
パーバイジーが不安という感情をポジティブに捉えれる
よう働きかけることが大切であると学ぶことができまし
た。また、スーパーバイザーの意見をただ伝えるだけでは
なく、あくまでもスーパーバイジーの気づきや能力を引
き出すことが重要なことであり、スーパーバイジーの強
みを生かし弱みをカバーすることが大切であることが分
かりました。
　私自身、未だスーパーバイザーとしてスーパービジョ
ンを展開した機会はありませんが、いざ自分がそういう
立場となった時に最大限スーパーバイジーの能力を引き
出せるよう今回の研修を通し学べたことを振り返り日々
努めてまいりたいと思います。

　東京、大阪、京都、神戸、遠くは仙台ま
で、研修受講のため、遠路遥々足を運ん
でいました。この度、地元でスーパービ
ジョンの研修が受講でき、顔なじみの
ソーシャルワーカーと一緒に学ぶ時間
を持つことができました。

　日本における昨今の児童虐待問題では、国会関係者に
おいて児童虐待防止に関する新たな資格創設の話がもち
上がっています。「イギリスでは、児童虐待の見逃しは
スーパービジョン体制の整備を求められ、スーパービ
ジョンは社会に対して質の保障をする責任があり、対応
が不十分であれば責任が問われる」、国の違いによるもの
の見方、取組みの違いを知りました。
　「組織内のスーパービジョン体制の場と機会の保障は、
利用者の利益をバイジーに対して保障し、社会に保障す
る。（ソーシャルワーカーは）専門職として社会から認め
られ、社会との関係の中でサービスの質の保障をする」、
バイザーは、基本に立ち返ってソーシャルワーカーの専
門性を熟知し、プロフェッショナルとしてスーパービ
ジョンを行っていくことが必要と改めて思い、同時に責
任の重みも痛感しました。
　「暗黙知を形式知にするために言語化する。事例検討で
はなく、振り返りをする。事例をどのように捉え、アセス
メントを行い、何を根拠にバイジーが判断したかを知
る」、私たちソーシャルワーカーは、基本的に身体所見や
検査データなどの客観的データで支援するのではありま
せん。言葉にならずにモヤモヤするものも含め、言語化
し、判断の根拠を知ることは、専門職として必要なことだ
と納得できました。
　「スーパービジョンのまな板の上には『実践』を置く、バ
イジーの『ひっかかりポイント』を知り、お互いで分かり
あう。バイジーをエンパワメントできるようにストレン
グスに着目し、時には組織にもバイジーとともに働きか
ける」、グループワークにおいて、架空のバイジーによる
ジレンマ状況を設定し、バイジーのバイオ、サイコ、ソー
シャルのストレングスに着目しました。「目の下にクマが
出来ている」、皆さんはどんなストレングスと捉えます
か。『目の下のクマ』をストレングスとして捉えるのは、
「そんな視点もありですね」と、面白かったです。発表され
た別グループのストレングスの視点は、研修会場が爆笑
するほどで、複眼的な視点を磨く、よい経験をさせていた
だきました。
　スーパービジョンにとても実りある研修でした。また
是非宮崎で、顔なじみのソーシャルワーカーと一緒に学
べる次の開催があることを願っています。

ソーシャルワーク・
　スキルアップ研修
ソーシャルワーク・・ソーシャルワーク・シャルワ クソーシャルワーク・
スキルアップ研修スキルアップ研修スキルアップ研修

ソーシャルワーク・
　スキルアップ研修

平成30年度

【日時】平成31年3月9日（土）9時30分～16時
【場所】宮崎グリーンホテル　2階 大会議室

日本福祉大学　社会福祉学部
　社会福祉学科　教授
スーパービジョン研究センター
　センター長
　　　　田中　千枝子 氏

スーパービジョン入門（導入編）
　スーパーバイザーの視点から

潤和会居宅介護支援事業所　中武　祐喜 宮崎大学医学部付属病院　濱村　まり
感想 感想

テーマ

講師
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