
四国ブロック医療ソーシャル
ワーク大会・第14回徳島県 医

療ソーシャルワーク学会

テーマ「医療ソーシャルワーカーのストレス・マネジメント」
～やりがいを持って、MSWを続けていこう～

2023年

２月19日 9:30-16:00
Zoomオンライン対応 9:00～入室開始

9:30～12:00 基調講演

講師:静岡福祉大学 福祉心理学科 教授 楢木 博之先生

「医療ソーシャルワーカーのストレス・マネジメント」
～やりがいを持って、MSWを続けていこう～

13:00～16:00 学会発表

コメンテーター:楢木 博之先生

四国4県から8題の発表
近況報告＆意見交換会

徳島県医療ソーシャルワーカー協会 事務局 担当：大森

TEL:088－672-6306  FAX:088-672-4266 
Mail:515-msw-kyokai@mail.hosp.go.jp

お問い合わせ

令和4年度

日 時

午
前

午
後

日

認定MSW
７P

参加申し込み用QRコード
※申込は12月16日（金）～

https://peatix.com/event/3447424/view



令和 4 年度四国ブロック医療ソーシャルワーク大会・ 

第 14 回徳島県医療ソーシャルワーク学会 

開催要項 

 

１．目  的   対人支援において他者との対人関係を大事にする医療ソーシャルワーカー（MSW）

は、働く環境やその業務の特性、また家庭の状況などさまざまなストレスが存在してい

る。MSW として、クライエントに貢献したいという想いがあっても、組織内外のパワ

ーバランスの影響を受け、その援助活動が実現できない事態に悩みやストレスを抱え

る状況は多い。ストレスは、時として MSW の負担にもなるが、しかし向き合い方によ

っては自身の力にもつながることも体験的に経験してきている。今回、「医療ソーシャ

ルワーカーのストレス・マネジメント」の著者の一人、楢木博之先生（静岡福祉大学・

准教授）から、ソーシャルワーク実践上にあるストレスを MSW の力に変えて行く方

法、MSW を続けて行くためのストレスとの向き合い方、ストレス・マネジメントにつ

いて学びを深めたいと思う 

2. 大会テーマ  「医療ソーシャルワーカーのストレス・マネジメント」 

～やりがいを持って、MSW を続けて行こう～  

3 主    催  徳島県医療ソーシャルワーカー協会 

共催  香川県医療ソーシャルワーカー協会 

高知県医療ソーシャルワーカー協会 

            愛媛県医療ソーシャルワーカー協会 

4. 参加対象者  四国 4 県の MSW 協会会員、MSW を目指す学生等 

5. 日    時   令和 5 年 2 月 19 日（日） 9：30～16：00 入室開始：9:00～ 

6. 会    場  zoom オンライン開催 

7. 定      員   100 名 

8. 参  加  費   無料  

9. プログラム   午前の部 

9：00～9：30 受付開始 

9：30～9：40 注意事項、開催挨拶（徳島県協会） 

9：40～11：10 講演（90 分） 

【講師】静岡福祉大学 福祉心理学科 教授 楢木 博之先生  

【演題】「医療ソーシャルワーカーのストレス・マネジメント」 

～やりがいを持って、MSW を続けて行こう～ 

11：10～11：40 意見交換・ブレイクアウトルーム「講演を聴講して」 

        11：40～12：00 共有と講師アドバイス 



12：00～13：00 休憩（昼食） 

 

午後の部 

13：00～15：10 実践発表 テーマ「ソーシャルワーク実践」 

【コメンテーター】静岡福祉大学 福祉心理学科 教授 楢木 博之先生 

【座⾧】徳島県協会担当 

13：00～14：00  第一部 

演題 1～４ 香川、高知、愛媛、徳島から各１題発表 

 （10 分発表 ５分質疑応答） 

14：00～14：10 休憩 

14：10～15：10 第二部 

演題 5～8  香川、高知、愛媛、徳島から各１題発表 

 （10 分発表 ５分質疑応答） 

15：10～15：20  総 括  コメンテーター 楢木先生 

15：20～15：30 休憩 

15：30～15：50 各県の近況報告及び意見交換 （各県 5 分以内）               

15：50～15：55 事後アンケートの周知（徳島県協会事務局） 

15：55～16：00 閉会の挨拶（高知県協会） 

16：00     終了   

10. 申込方法     別添案内の QR コードを読み取り、メール（キャリアメールは不可）にて申し込みを  

お願いします。 

        申し込み開始：2022 年 12 月 16 日（金）開始 

申込み締め切り：2023 年 2 月 4 日（土）正午まで 

○ 申込は先着順に受け付け、定員に達した場合は締め切らせていただきます。 

○ 開催日の 1 週間前までに事務局より、zoom 参加アドレスおよび当日資料をメール送

信いたします。 

11.認定ポイント 認定医療ソーシャルワーカーにおけるシラバス申請済み。 

【７ポイント】途中参加、途中退場の方には付与されません。 

 

12.問合せ先     徳島県医療ソーシャルワーカー協会 事務局 

徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１    

東徳島医療センター 地域医療連携室 担当：大森 

                 TEL：088-672-1171 FAX：088-672-4266  

                 E-mail：515-msw-kyokai@mail.hosp.go.jp 



令和４年 12 月吉日 

各施設長  殿 

所属医療ソーシャルワーカー 殿 

徳島県医療ソーシャルワーカー協会 

   会   長     郡  章 人 

（公印省略） 

 

令和 4 年度四国ブロック医療ソーシャルワーク大会・ 
第 14 回徳島県医療ソーシャルワーク学会の開催について（ご案内） 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症対策の継続に伴い、全国の医療機関において閉塞感が否めない現状が

まだまだ続いております。そのような中でも、医療・福祉の現場で活躍する医療ソーシャルワーカ

ーは多岐にわたる地域連携、ソーシャルワーク実践を展開されておられることと思います。 

 このような状況を少しでも打ち払えることを願い、標記学会を開催させていただく運びとなりま

した。テーマを「～やりがいを持って、MSW を続けて行こう～」とし、基調講演「医療ソーシャ

ルワーカーのストレス・マネジメント」でバーンアウトを予防し専門職種としての底力を引き出せ

られることを目的として開催を計画しております。 

皆様におかれましては公私共ご多忙の中とは存じますがご参加を心よりお待ちしています。 

 

記 

 

◆開催日    令和 5 年 2 月 19 日（日） 9：30～16：00 入場開始：9:00～ 

◆テーマ    ～やりがいを持って、MSW を続けて行こう～ 

◆基調講演   「医療ソーシャルワーカーのストレス・マネジメント」 

          ～やりがいを持って、MSW を続けて行こう～ 

◆講  師   静岡福祉大学 福祉心理学科 教授 楢木 博之氏 

◆学会発表   四国 4 県×2 題＝8 題 

◆開催方法   zoom オンライン開催 

◆参加費用   無料 

◆参加申込みについて 

別添案内の QR コードを読み取り、メールにて申し込みをお願いします。 

申込み締め切り：2023 年 2 月 4 日（土）正午 

 

＜お問い合わせ＞ 

 事務局 

徳島県医療ソーシャルワーカー協会 事務局 

徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１   東徳島医療センター 

地域医療連携室 担当：大森 

   TEL：088-672-6306  FAX：088-672-4266  

   E-mail：515-msw-kyokai@mail.hosp.go.jp 



第 14 回四国ブロック大会・ 

徳島県医療ソーシャルワーク学会 

演  題 一 覧 

座長 大久保病院 芝 浩伸 
コメンテーター 静岡福祉大学 教授 楢木 博之先生 

 

「在宅と医療現場における支援者の視点について」 

香川県 まるがめ医療センター  横田 真由美 

「医療ソーシャルワーカー行動基準とソーシャルワーク実践」 

  ～今までを振り返りこれからを考える～              

香川県 国家公務員共済組合連合会高松病院  岡本 健志 

「BPSD が退院調整に影響した患者に対する支援の一考察」 

徳島県 徳島県立海部病院  丸山 真由 

「がん患者への治療と仕事の両立支援を振り返って」 

～本当に本質を見据えて SW 実践できているの？過去の自分とこれからの自分へ～ 

徳島県 徳島赤十字病院  髙木 隆司 

「MSW のワークライフバランスを意識した業務改善の取り組み」 

愛媛県 松山リハビリテーション病院  左古 利雅 

「病棟専従から専任へ変わったことで見えてきた業務改善の効果」 

  ～MSW の専門性向上のために～  

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院  池田 聖   

「身寄りのない方が安心して生活できるために～その 1～」 

高知県 四万十市民病院  上村 明日香 

「MSW のストレスマネジメント」～13 年目の経験を生かして～ 

高知県 永井病院  市川 賀子 


