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第５９回  北海道医療ソーシャルワーク学会 
 

ご案内 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大会テーマ 
 

「地域創造」 
 

～人と暮らしに寄り添うソーシャルワーク実践～ 
 
 
開催日時：２０１６年５月２１日（土）～２２日（日） 
会  場：旭川市民文化会館、旭川グランドホテル 
 



 2 

第５９回  北海道医療ソーシャルワーク学会 
 

 

大会テーマ 

 

「地域創造」 
～人と暮らしに寄り添うソーシャルワーク実践～ 

 

大会趣旨   

 今日の少子高齢問題や保健医療財政適正化等の社会情勢の中、地域では貧困や社会的

孤立の拡大など、多様な課題が山積している。また各地で地域包括ケアシステムの構築

が進んでいるが、アクセスが困難で「ひきこもり」「孤立死」などが顕在化している。 

 孤立する個人・家族は一見支援を「求めない」ようで「求められない」状況にさせら

れており、目に見えない抑圧からの解放はソーシャルワーカーの役割である。また、貧

困問題は、単に経済面の解決では済まない横断的な課題が存在し、関係領域の「そうが

かり」的支援が必要とされている。 

その中にあって、私たち医療ソーシャルワーカーは「病気や障害を抱えながらも尊厳

を持って生きる」ことに寄り添い共に歩む伴走者であり、「保健医療機関の中で地域を

最も良く知る専門職」として課題の発信や、保健・医療・介護・教育・司法など多分野

との協働を進展させるよう努力を続けてきた。 

今後、私たちは「人々のために働く専門職」から「人々と共に働き、人々の希望・自

尊心・創造力を増大させる専門職」へ、さらなる変化を求められるであろう。そこで今

回の学会では、地域住民や多職種との協働に焦点をあてつつ、今ある困難を切り開き、

人々とともに地域を創造するソーシャルワーク実践について考える場としたい。 

 

 

主  催 一般社団法人 北海道医療ソーシャルワーカー協会 

開催主管 一般社団法人 北海道医療ソーシャルワーカー協会北支部 

日  程 ２０１６年５月２１日（土）～２２日（日） 

会  場   旭川市民文化会館  旭川市７条通９丁目５０番地 

旭川グランドホテル 旭川市６条通９丁目 
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後    援 

北海道庁(依頼中)、旭川市役所、旭川市医師会、旭川歯科医師会、北海道薬剤師会旭川支部、北海

道看護協会(依頼中)、旭川市保健所(依頼中)、日本医療社会福祉協会、北海道社会福祉士会、北海道

精神保健福祉士協会、北海道ソーシャルワーカー協会、北海道理学療法士会、北海道作業療法士会、

北海道言語聴覚士会、北海道介護福祉士会、北海道栄養士会旭川支部、(一社)北海道歯科衛生士会

旭川支部、北海道歯科技工士会旭川支部(依頼中)、北海道介護支援専門員協会、旭川弁護士会(依頼

中)、旭川司法書士会(依頼中)、旭川地区ヘルパー連絡会、北海道健康づくり財団、北海道社会福祉

協議会、北海道難病連、北海道精神障害者家族連合会、北海道認知症の人を支える家族の会、北海

道老人保健施設協議会、北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会、北海道訪問看護ステーシ

ョン連絡協議会、旭川市居宅介護支援事業所等連絡協議会、旭川市民生児童委員連絡協議会(依頼中)、

旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会、旭川グループホームケア研究会、北海道認知症グ

ループホーム協会道北ブロック、旭川認知症の人と家族を支える会、認知症介護家族の会「ほっと

ひととき」、CANnet、お薬だちネット、旭川地区在宅ケアを育む会、あさひかわ緩和ケアネット

ワーク、上川中部地域歯科保健推進協議会、ケア・カフェ ジャパン、通所介護塾ケア・リボン、

旭川市民活動団体あゆみの会、国立大学法人旭川医科大学、旭川大学、放送大学(依頼中)、名寄市

立大学(依頼中)、旭川市医師会看護専門学校、北海道立旭川高等看護学院(依頼中)、旭川厚生看護専

門学校(依頼中)、北都保健福祉専門学校(依頼中) 

（順不同） 

 

 

学会プログラム 

 

【1 日目】 旭川市民文化会館 

10：00～ 

11:30 

12：00～ 

 13：00 

13：00～ 

13：30 

13：40～ 

15：10 

15：30～ 

18：00 

18：30～ 

      20：30 

北支部企画 

 

 

第 2 会議室 

受付 開会式 

 

 

大ホール 

基調講演・ 

 一般講演 

宮本みち子氏 

大ホール 

定期総会 

 

 

大ホール 

 

懇親会 

 

 

旭川グランドホテル 

 

【2 日目】 旭川グランドホテル 

9：00～ 

10：30 

10：40～ 

    12：10 

12：10～ 

   

12：40 

研究発表 

第 1 分科会 

第 2 分科会 

 

教育講演 

勝部 麗子氏 

閉会式 
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千葉大学教授、ケンブリッジ大学社会

政治学部客員研究員を経て現職。若者や

女性の貧困、社会的に孤立する高齢者の

問題にも取り組んでいる。社会学博士。 

「NHK スペシャル 老人漂流社会～

親子共倒れを防げ」「NHK 日曜討論 子

どもの貧困～いま何をすべきか」等、テ

レビにも数多く出演している。 

基調講演・一般講演  

5 月２１日（土） 1３：４0～1５：１0  

座 長：巻 康弘（北海道医療大学准教授） 

『貧困と無縁社会～これからの地域を創造するために』 

講 師：宮本 みち子（放送大学教授・副学長） 

 

講師略歴： 

  

主な著書： 

『すべての若者が生きられる未来を～家族・教育・仕事からの排除に抗し

て』 岩波書店（2015） 

『下層化する女性たち～労働と家庭からの排除と貧困』  勁草書房

（2015） 

『2050 年超高齢社会のコミュニティ構想』 岩波書店（201５） 

『生活保障の戦略～教育・雇用・社会保障をつなぐ』 岩波書店（2013）      

等多数 

２０１２年、厚生労働省「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の

在り方に関する特別部会」委員。２０１３年より、厚生労働省「社会保

障審議会」委員。 

（一般公開） 
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19８７年より、大阪府豊中市社会福祉

協議会に勤務。さまざまな業務を通じて組

織化活動や地域福祉計画、活動計画に携わ

る。 

２００４年度より始まった大阪府地域福

祉支援計画事業のコミュニティ･ソーシャ

ルワーカー設置事業の一期生となる。ゴミ

屋敷、孤独死、ひきこもり等制度の狭間の

課題を解決する数々のプロジェクトの立

ち上げ等に取り組んでいる。社会福祉士。 

 

教育講演 5 月２２日（日） 1０：４0～12：１0  

座 長：寺田 香（北翔大学講師） 

『サイレント・プアとコミュニティ・ソーシャルワーク 

～声なき貧しさに寄り添うには』 

講 師：勝部 麗子（大阪府豊中市社会福祉協議会 事務局次長） 

講師略歴： 

 

  

 

 

 

 

主な著書： 

月刊誌「ケアマネジャー」（中央法規）に、「地域づくり～勝部流アプロー

チ」を連載中。 

２０１２年、厚生労働省「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の

在り方に関する特別部会」委員。 

２０１４年に深田恭子主演で放映され話題となった NHK ドラマシリ

ーズ「サイレント・プア」のモデルとなり、監修を務める。 

２０１４年「NHK プロフェッショナル～仕事の流儀」に出演。 
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第一分科会 5 月２２日（日） ９：00～10：30  

座 長：藤本 浩彰（美瑛町役場） 

１．「十勝における在宅医療推進に向けた活動報告」 

 

発 表 者 板垣 祐太（社会福祉法人北海道社会事業協会 帯広病院） 

共同研究者 斉藤 寿大（社会医療法人北斗 十勝リハビリテーションセンター） 

鹿内  輔（医療法人社団博愛会 開西病院） 

高杉 美紀（博愛会地域総合支援センター） 

田巻 憲史（社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院） 

 

東支部医療福祉活動部では、多職種連携推進をキーワードに地域住民や専門職へ対す

る意識向上・啓蒙活動の実践として行政機関との連携の上で活動する事に意義があると

捉え、帯広保健所との共同事業の運営を目指し、当支部より保健所へアプローチを行っ

た。 

保健所としては在宅医療推進を目的とした住民向けフォーラムの開催を検討してお

り、我々の活動の目的と合わせて、保健所との協議を重ね、在宅医療の魅力と今後の展

望について基調講演、一事例の在宅介護～入院～在宅医療～看取りに至るまでの一連の

経過に関わったスタッフに実践報告を頂きながら、ご遺族にもシンポジストとして参加

頂く形でフォーラムを実施出来た。 

本フォーラムを通じて、当地域においても多職種連携により在宅医療及び自宅で最期

を迎える選択があるという事を地域住民・各専門職へ向け広く伝える事が出来たため、

今回は上記取組について実践報告を行う。 

 

２．「歯科治療を必要とする認知症高齢者をめぐる連携の現状と課題」 

 

発 表 者 吉野 夕香（北海道医療大学病院） 

共同研究者 巻 康弘（北海道医療大学） 

 

歯科治療を必要とする認知症高齢者にとって、歯科医と介護の連携は生活の質を維持

していく上で重要な点と言える。「地域包括ケアシステム」の構築において医療と介護

の連携は、歯科口腔領域をも含め構築されることがのぞまれ、多職種が連携し情報共有

することが、援助方針決定や適切な支援の実現には欠かせないものである。 

しかし、歯科口腔領域に関する情報共有は、関係職種間において十分になされている

とは言えない事例に出会うことも少なくない。そこで、治療進度や受診行動で課題が生

ずると予想される認知症高齢者について、歯科医師ならびに医院がどのように対応して

いるのかに関するアンケート調査を行ったので現状と課題について報告する。 
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3．「生活保護引き下げによる住まいの制限について」 

 

発 表 者 岩城 朋美（道南勤医協函館稜北病院） 

共同研究者 田口 峻、菅原 涼子、田畑 まゆみ、土佐 林貴恵、宝福 優子 

（道南勤医協函館稜北病院） 

 

この数年で生活保護制度の具体的方針や運用変更があり、平成 25 年 8 月から平成

27 年 4 月までの間に、計 3 回、平均 6.5％（最大 10％）の生活扶助が引き下げられ

た他、今年度 7 月に住宅扶助基準の変更、10 月には冬季加算期間変更、実質の減額が

始まった。これらは生活保護受給者の混乱や不安を招いたと同時に、社会保障制度共通

基準へ及ぼす影響も深刻である。当院においても、平成 27 年 7 月以降入院患者様の

在宅系施設入居困難事例が発生したことをきっかけに、その問題について改めて考えさ

せられることとなった。そこで、この度の一連の引き下げが生活保護受給者の住まいお

よび生活設定の制限につながっているとし、事例収集、各在宅系施設へのアンケート調

査を行った。検証方法や分析のための事例数もわずかであり、考察に一定の限界がある

ことを認めたうえで、その影響の詳細や程度について明らかにするとともに、最低限度

の生活保障とは何か、そして人がより良く生活することを公的に支える仕組みとしての

生活保護制度のあり方を考えたため、発表したい。 

 

 

４．「生活保護冬期加算「特別基準」活用の支援から 

ソーシャルワーカーの役割についての一考察」 

 

発 表 者 田村 優実（勤医協ケアプランセンターあゆみ） 

 

生活保護の冬期加算（暖房費）が平成 27 年度から変更された。10 月～4 月の期間

拡大になったメリットに比べると、デメリットといえる単身世帯 13.2％、二人世帯

12％、多人数世帯で平均 7.6％の減額が生活保護世帯の暮らしを追い詰めている。こ

の度、ケアマネジャーとして担当し、新たに設定された「特別基準」の活用を支援した。 

【事例】 要介護１、男性、妻と２人暮らし 

・腰椎圧迫骨折で痛むが、他の疾患の関係で痛み止め使用に制限有り。ＡＤＬ低下著明

で歩行困難。→冬期加算（暖房費）の特別基準を申請。ケースワーカーは「区分変更申

請で要介護 3 以上が認定されてから」と言ったが、ケアマネジャーから「現状で判断

を」と迫り同行訪問を設定。2 週間後、認定の知らせに安どした。 

ソーシャルワーカーとして意識的に介入、支援したポイントを整理し、ソーシャルワ

ーカーの役割を考察したい 
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５．「アンケート調査を通じて、無料定額診療事業利用者拡大の方策を考える」 

 

発 表 者 杉原 和人（医療法人道北勤医労勤労者医療協会 

道北勤医協一条クリニック） 

 

当院では、社会福祉法第 2 条に定める無料低額診療事業を実施している。月平均利

用者は、開始した 2008 年度は 3.7 人、2009 年度 11.6 人、2010 年度 22.2 人、

2011 年度 44.7 人と、順調に増えてきた。しかし、2012 年度は 30.3 人と減少し

た。 

 旭川市がまとめた市民経済計算推計結果によると、平成 14 年度(2002)と比較して、

平成 23 年度(2011)は、「一人あたり市町民所得」は 33 万 7 千円減少している。ま

た、平成 24 年度(2012)に就学助成制度(原則、生活保護基準の 1.2 倍以下の収入の

世帯が利用できる)を利用している児童生徒は、全体の 26.7%にのぼる。これらから、

市民生活は経済的に厳しさを増していることは明らかである。 

 当院の利用者数からみて、「生活困窮者のため」の制度である無料低額診療制度が、

必要としている人に行き届かないという事態が予想されるため、利用者にアンケート調

査を行い、利用者拡大の方策を考えた。 

 

 

 

 
 

第二分科会 5 月２２日（日） ９：00～10：30  

座 長：長尾 明香（国立病院機構 旭川医療センター） 

１．「MSW 業務達成度モデルの作成と今後の展望」 

 

発 表 者 鹿野 なつみ（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院） 

共同研究者 伊藤 友香理、太田 敏弥（手稲渓仁会病院） 

 

当院 MSW は地域連携福祉センター業務マニュアルを元に日々の業務を行っている

が、MSW 個々の能力向上のため指針となるものを作成し、MSW 全体の専門性向上・

質の確保を目的として作成。指針は入職した MSW の教育ツールとしても活用できるよ

う、入職してからすぐに活用できる「新人用」と業務で経験を積みながら理解を深めて

いく内容をまとめた「中堅用」の２種類作成。実際に入職した新人 MSW へ活用しなが

ら改訂した経緯と現時点での完成した書式について報告。 

 現時点では実際に行う業務に特化した指針となっているため、更なる改訂など今後の

展望についても検討していく。 
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２．「患者・家族からみた相談支援の適切な時期の検証 

～がん患者の支援を通して～」 

 

発 表 者 乾 公彦（JA 北海道厚生連 旭川厚生病院） 

共同研究者 樺澤 康裕、木谷 靖典、大橋 香織、佐々木 理江 

（以上、JA 北海道厚生連 旭川厚生病院） 

 

相談支援を行う中で、相談支援の依頼があった時期よりも早く介入できていた場合、

患者・家族が自ら問題へ対応できたり、困難になる前に支援が提供できたり、より十分

な支援ができると感じることが多い。そして、患者・家族が困った時期と、実際に相談

に来られる時期にタイムラグがあるのではないか。また、事前に患者・家族が情報を持

つことにより問題を予防できるのではないかと感じている。 

 早期介入が必要と言われているが、早期退院・在院日数の短縮の為に、入院直後より

スクリーニングを行い支援が必要な患者を抽出することが目的となっている。しかし、

MSW が問題を抱えている患者や家族を支援する場合の「早期介入」とは意味合い・目

的が異なる。本研究では、がん患者や家族がどのような問題に支援が必要とし、どのよ

うな時期に支援を受けたいと思っているのか、患者・家族視点で調査を行い、適切な介

入時期の検証を行っていく。 

 

３．「医療福祉職におけるストレス対処能力(SOC)と燃え尽き症候群の関連」 

 

発 表 者 上原 尚紘（医療法人社団いずみ会 北星病院） 

共同研究者 志渡 晃一（北海道医療大学看護福祉学部） 

西   基（北海道医療大学看護福祉学部） 

三宅 浩次（北海道産業保健総合支援センター） 

 

本研究は札幌市内の医療福祉施設 24 か所を対象とし、そこに勤務する医療福祉従事

者に対して自記式アンケートを送付し、調査を行った。今回は、ストレス対処能力

Sence of Coherence(SOC)と燃え尽き症候群との関連に着目し検討を行っている。

2014 年 12 月までに 1664 名に発送し、1168 名から有効回答を得た。そのうち、

項目に欠損があった者を除いた 907 名を今回の解析対象としている。結果、SOC と

燃え尽き症候群の相関を検討したところ、SOC と燃え尽き症候群には-0.71 という強

い負の相関が認められた。SOC 得点が高められることにより、燃え尽き症候群の得点

が下がることから、対人援助職における SOC の向上は燃え尽き症候群を予防する要因

であると推察された。 
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４．「終末期医療及びケアにおける意思決定に関する諸問題 

～自己決定・他者決定に関する論理～」 

 

発 表 者 不動 宏平（真栄病院） 

 

現代医療の流れにおけるインフォームド・コンセント（以下：IC）ないし自己決定権

の尊重を根拠とし、展開されている終末期医療の議論には、どのような問題があるのか

を明らかにし、社会的な風潮として自己決定が全ての患者に推し進められるその論理的

な「おかしさ」を明らかにする。また、もしも患者による自己決定が成立し難いとする

ならば、その患者に対する治療及びケア、あるいはサービスの原理は何になるのか。こ

れらの点を明らかにする必要があると思われる。 

そのために、高齢者の終末期医療における意思決定に関するキーワードで表される事

柄を先行研究でレビューし、これらの概念がどういう関係を持っているのかを明らかに

する。次に、上記のレビューをもとに、終末期における自己決定を行えるかどうかに関

する具体的な検討を行い、仮に成立し難いとするならば、自己決定の代わりなるものは

何であるのかについての考察を行う。 

結果、当問題については結論の出ない論理の循環が発生する。この論理の循環を断ち

切るための新たな論理が必要となるだろう。 

 

5．「急性期病院から緩和ケア病棟への転院支援における連携上の課題について」 

 

発 表 者 牧野 祐司（苫小牧市立病院） 

共同研究者 梅木 秀俊、西森 浩弓、工藤 祐介（苫小牧市立病院） 

      小川 雅子、渡邉 直美（苫小牧東病院） 

 

東胆振初の緩和ケア病棟が開設され１年半が経過。緩和ケア病棟への転院につては、

病棟からの介入依頼に基づき MSW が全て介入しているが、十分に意思決定支援など行

えていないのではないかという漠然とした不安があった。転院後に支援した患者がどの

ような経過をたどったのかも十分モニタリングできず現在に至っている。 

 そこで、本研究では、より効果的（シームレス）な緩和ケア病棟への転院支援の構築

を目的に、緩和ケア病棟の MSW や関係者へのインタビュー調査を実施し、連携上の課

題を抽出し、支援の在り方についての方策を検討することとしたい。 
 



 11 

北支部企画  

5 月２１日（土） 1０：０0～1１：３0  

企画テーマ「なんでも相談会」の取り組みを振り返る 

 

≪趣 旨≫ 
 

2014 年度から旭川市内で継続している「なんでも相談会＆学
習会」の取り組みから見える、道北地域の現状と課題を多くの方々
と共有したいと思います。 
この相談会の主催は北海道医療ソーシャルワーカー協会北支部

と北海道社会福祉士会生活困難者支援委員会ですが、実際の運営
には様々な団体や個人が参加しています。特色ある支援の内容や、
当事者から寄せられた願いを知って頂くと同時に、道内各地の取
り組みを交流する場としたいと思います。 
 
≪内 容≫ 
 
１「なんでも相談会」の概要について 
（北海道医療ソーシャルワーカー協会北支部、 

北海道社会福祉士会生活困難者支援委員会） 
 

２ 食料提供支援から垣間見る相談支援の現状と課題 
（旭川・上川社会保障推進協議会、旭川生活と健康を守る会） 
 
３ 居場所としての「なんでも相談会」と、当事者が取り組んだ
「暮らしカフェ」の報告（ひだまりの会） 
 
４ 各地での取り組み交流、今後の方向性について意見交換 
 
≪参加ご希望の方≫ 
配付資料の準備がありますので、参加申込みの通信欄に北支部企
画参加とご記入下さい。 
 
≪お問合せ≫ 
学術担当 鈴木幸恵まで 
  e-mail sarako-suzuki@d1.dion.ne.jp 


