
 

２０２１年度事業報告書 

特定非営利活動法人 大阪医療ソーシャルワーカー協会 

 

Ⅰ. 事業期間 

  令和３（２０２１）年４月１日～令和４年（２０２２）年３月３1日 

 

Ⅱ. 事業の成果 

１．基本方針について 

以下の 4点の基本方針に沿って各部局を中心にさまざまな取り組みを行った。 

（１）関係団体・当事者との連携強化と協働の推進 

（２）医療ソーシャルワークについての情報発信強化 

（３）人材確保と育成を図るための取り組み 

（４）魅力ある協会作り 

 

Ⅲ. 事業の実施状況 

１．特定非営利活動に係る事業 

（１）（事業名） 初任者研修 

・第 15期初任者研修 後半 

46名の参加を得て開講した。受講途中退会者は 4名だった。 

途中退会者 4名を除く、42名が下記スーパーバイザーにて事例検討会を実施し、修了者は 38名、 

未修了者は 4名だった。 

＜スーパーバイザー＞ 

1. 川口 美度理 / 大阪南医療センター 

2. 細川 美穂  / 愛仁会リハビリテーション病院 

3. 安部 成美  / 大阪労災病院 

4. 小関 香奈  / ベルピアノ病院 

5. 山本 杏奈  / 第二協立病院 

6. 斉藤 沙織  / 育和会記念病院 

7. 神田 真希  / 尼崎中央病院 

 

 

 

 

 



 

・第 16期初任者研修 前半 

41名の参加を得て開講した。下記の講義・演習を実施した。 

日程 タイトル 講  師 所属 

8 月 28 日 MSW への期待と協会の果たすべき役割 藤田 譲 白鷺病院 

9 月 15 日 ソーシャルワーカーの倫理 高橋 祐也 大阪南医療センター 

9 月 29 日 急性期病院におけるソーシャルワーク 守田 和也 大手前病院 

10月 13日 療養型病院におけるソーシャルワーク 中塚 瞳子 第二協立病院 

10月 30日 在宅療養におけるソーシャルワーク 大平 路子 耳原総合病院 

11 月 5 日 リハビリテーションにおけるソーシャルワーク 鷲山 恵美 森乃宮病院 

11月 26日 老人保健施設におけるソーシャルワーク業務 浦 慶子 ベルアルト 

12 月 4 日 面接技法（演習） 大野 まどか 大阪人間科学大学 

12月 15日 緩和ケアとソーシャルワーク 杉井 健祐 東住吉森本病院 

12月 19日 社会資源の活用と援助（演習） 藤田 譲 白鷺病院 

1 月 19 日 精神保健福祉におけるソーシャルワーク 村上 貴栄 関西医科大学総合医療センター 

1 月 29 日 病院組織とソーシャルワーク業務 和田 光徳 兵庫大学 

2 月 4 日 学会発表の基礎知識 萬谷 和広 大阪南医療センター 

2 月 26 日 アセスメント（演習） 大谷 京子 日本福祉大学 

3 月 12 日 障害年金の活用と理解 佐原 直幸 大阪府立急性期・総合医療センター 

3 月 16 日 性の多様性とソーシャルワーク 岡本 学 大阪医療センター 

・初任者研修未修了者への追加受講 

  第 13期初任者研修未修了者 2名、第 14期初任者研修未修了者 1名の追加受講を行った。 

 

（事業の対象者） 保健医療機関に勤務する経験５年以下の医療ソーシャルワーカー 

受講者：41名 

 （収 入）1,230,000 円（受講料） 

 （支 出）2,110,185 円（諸謝費ほか） 

 

（２）（事業名） 学習会 

年 5回を企画し、下記の通り開催した。 

【第 70 回学習会】 

＊Peatix 初利用のため会員限定とした。参加者に振り返り目的のオンデマンド配信を行った。 

  テーマ：令和 3 年度介護報酬改定 

  日 時：2021 年 6 月 19 日 15 時～17 時 

  講 師：中辻 朋博（公益社団法人大阪介護支援専門員協会 事務局長） 

   申込 97 名（会員 97 名） ＊当日参加 77 名（会員 77 名） 



 

【第 71 回学習会】参加者に振り返り目的のオンデマンド配信を行った。 

  テーマ：学習支援 ～様々な ICT を活用した地域連携と学校参加への支援～ 

  日 時：2021 年 8 月 21 日 14 時～16 時 

  講 師：大濱 江美子（大阪市立総合医療センター）25 名（会員 24 名非会員 1 名 

申込 27 名（会員 26 名 非会員 1 名） ＊当日参加 25 名（会員 24 名非会員 1 名） 

【第 72 回学習会】参加者に振り返り目的のオンデマンド配信を行った。 

  テーマ：実習計画書の立案と実習指導 

  日 時：2021 年 11 月 27 日 14 時～16 時 

  講 師：安部 成美（大阪労災病院）、小関 加奈（ベルピアノ病院） 

大野 まどか（大阪人間科学大学）、藤田 譲（白鷺病院） 

申込 52 名（会員 39 名 非会員 13 名） 

＊当日参加 48 名（会員 37 名（運営要員含む）非会員 10 名） 

【第 73 回学習会】 

  テーマ：高齢者虐待に対する対応について 

  日 時：2021 年 12 月 18 日 14 時～15 時 30 分 

  講 師：田村 満子（有限会社たむらソーシャルネット代表） 

申込 52 名（会員 45 名 非会員 7 名） ＊当日参加 42 名（会員 38 名非会員 4 名） 

【第 74 回学習会】 

  テーマ：第 15 期初任者研修まとめの会 

  日 時：2022 年 2 月 19 日 14 時～16 時 30 分 

  講 師：大阪医療ソーシャルワーカー協会理事 

申込 98 名（会員 93 名 非会員 5 名） ＊当日参加 88 名（会員 84 名非会員 4 名） 

 

（事業の対象者） 一般市民 

（収 入） 26,000円（参加費等） 

（支 出） 793,728円（諸謝費ほか） 

 

（３）（事業名）医療社会事業従事者講習会 

  下記の通り開催した。 

テーマ：あらためて医療分野における社会福祉専門職の役割を問う 

  日 時：2021 年 11 月 13 日 10 時～16 時 

  講 師：秋山 智久（福祉哲学研究所所長） 

シンポジスト：多田 裕二（社会福祉法人亀望会） 

       福森 優司（大阪大学医学部附属病院） 

       藤田 譲（白鷺病院） 



 

   申込 78 名（会員 53 名・非会員 25 名） ＊当日参加 68 名(会員 48 名非会員 20 名） 

 

（事業の対象者） 保健医療機関に勤務する医療ソーシャルワーカー、 

ソーシャルワーカー、相談員等 

  （収 入） 181,000 円（参加費） 

  （支 出） 361,430 円（諸謝費ほか） 

 

（４）（事業名） 中堅者研修 

年 2 回の開催を企画し、下記の通り開催した。 

 【夏の中堅者研修】参加者に振り返り目的のオンデマンド配信を行った。 

  テーマ：自信、気力、自己評価が弱められているクライエントへの面接の展開 

  日 時：2021 年 9 月 25 日 13 時～16 時 30 分 

  講 師：山中 京子（大阪府立大学名誉教授、コラボレーション実践研究所所長） 

   申込 24 名（会員 20 名・非会員４名） ＊当日参加 22 名(会員 19 名非会員 3 名） 

 【冬の中堅者研修】 

  テーマ：スーパービジョン実践と管理的機能 

  日 時：2022 年 2 月 5 日 9 時 30 分～16 時 30 分 

  講 師：浅野 正嗣（ソーシャルワーカー・サポートセンター名古屋） 

   申込 15 名（会員 13 名・非会員 2 名） 

＊当日参加 17 名(会員 15 名(運営要員含む) 非会員 2 名） 

 

（事業の対象者） 保健機関に勤務する医療ソーシャルワーカー、 

ソーシャルワーカー、相談員等の経験年数４年以上 

  （収 入） 129,000 円（受講料） 

  （支 出） 734,113 円（諸謝費ほか） 

 

（５）（事業名） MSW’s カフェ 

  毎月 1 回の開催を企画し、計 11 回開催した。 

第 3 回：4 月 23 日（金）19 時～20 時  

『どうしてる？コロナ禍の研修体制』『聞いて解決！1 人職場・少人数職場の困りごと』 

第 4 回：5 月 28 日（金）19 時～20 時  

『MSW が、つながり、支え合う場』 

第 5 回：6 月 25 日（金）19 時～20 時 

『コロナ禍の退院支援をどうしてる？～カンファレンス・外出外泊練習など現場の工夫～』 

 話題提供者：渡邊 成吾（協立温泉病院） 



 

第 6 回：7 月 30 日（金）19 時～20 時 

『在日・滞日外国人が安心して医療にアクセスできるようになるためには？』 

 話題提供者：岡本 学（大阪医療センター） 

第７回：8月27日（金）19時～20時 

『社会福祉士実習のあれこれ』話題提供『当院の実習計画の立案について』 

 話題提供者：萬谷 和広（大阪南医療センター） 

第８回：9月24日（金）19時～20時 

『教えて！どうしてる？現場のあれこれ』 

第９回：10月22日（金）19時～20時 

『入院支援』 

 話題提供者：藤井 由紀代（森ノ宮病院） 

第10回：11月26日（金）19時～20時 

『相談室運営とマネジメント』 

 話題提供者：萬谷 和広（大阪南医療センター） 

第11回：1月28日（金）19時～20時 

『集まれ！初任者研修受講生。あれからどうしてる？』 

第12回：2月25日（金）19時～20時 

『自分たちで読み込み合う2022年度診療報酬改定の影響』 

第13回：3月25日（金）19時～20時 

『アディクション』 

 話題提供者：小野 史絵（藤井クリニック） 

 

 （事業の対象者） 当協会会員 

  （収 入）   0円（受講料） 

  （支 出）  0円（通信運搬費ほか） 

 

（６）（事業名） 学生懇談会  

方 法：ZOOMオンライン研修 

日 程：2022年 3月 13日(日)13時～16時 

医療ソーシャルワークのトレンド・会員施設の紹介動画公開 3月 10日～3月 27日 

申込 68名  ＊当日参加 セッション１：44 名 セッション２：45 名 

（事業の対象者） 社会福祉士・精神保健福祉士養成校などで社会福祉を学んで 

いる学生 

   （収 入）     0 円（参加費） 

   （支 出） 48,754 円（印刷製本費・通信運搬費など） 



 

（７）（事業名） 学会発表後方支援 

  体制作りとして、第 16期初任者研修の講義内で「学会発表の基礎知識」を開催した。 

 

（８）（事業名）出版発行事業 

・広報誌の編集・発行 

    2021年 8月に 850部発行した。 

・医療社会事業従事者講習会抄録の編集・発行 

   2020年度においては、オンラインでの開催となったため抄録の編集・発行は行わなかった。 

・広報誌特別版の編集・発行 

   2019年度広報誌特別版を編集、900部発行した。 

   2020年度 広報誌特別版の編集作業を行った。 

・ホームページの管理・運営 

「有限会社デジタルファクトリー」に管理・維持を委託した。 

   ホームページの暗号化について検討し、暗号化の設定を行った。 

  Facebook・Twitter のバナーをホームページ上にリンクさせるように設定を行った。 

・フェイスブックの活用、研修内容の UP 

   継続してフェイスブックを活用しながら協会が定期的に行っている学習会・従事者講習会、

MSWオンラインカフェの案内や MSW関連の学会情報などの情報発信を行った。 

・協会リーフレットの見直し 

   刷り増しにあたって、協会リーフレットの内容の見直しを行った。 

 

（内 容） 医療ソーシャルワークに関連する医療・福祉分野の最新情報の提供と

協会活動内容を広く一般に広報した。 

（事業の対象者） 協会会員・関係団体 

 （収 入）      0 円（参加費） 

 （支 出） 607,026 円（印刷製本費・通信運搬費など） 

 

Ⅳ．社員総会の開催状況 

 （１）第１６回定例総会 

召集年月日 ２０２１（令和３）年４月７日 

開催場所  当協会事務所 

開催日時  ２０２１（令和３）年５月１５日１４時～１４時２０分 

社員総数  ６９７名 

  出席社員数 ４１３名（内訳 本人出席 ６名 ＋ 書面表決出席 ４０７名） 

  （内容）  議事進行者選出 



 

      第１号議案 ２０２０年度事業報告 

⇒ 賛成多数により承認 

第２号議案 ２０２０年度決算報告及び監査報告 

監事より決算監査結果について「誤りなし」との報告 

 ⇒ 賛成多数により承認 

第３号議案 役員選出の件 

（２０２１年度は理事１１名、監事２名とし、任期は前期役員の任期満了日

の 翌日より 1年とする） 

 ⇒ 賛成多数により承認 

    

Ⅴ．理事会その他の役員会の開催状況 

第１回理事会  2021年 4月 13日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

2020年度事業報告、決算⇒承認 

第２回理事会  2021年 5月 11日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

臨時理事会   2021年 5月 19日 

  内容：代表理事、副代表理事の選出 ⇒承認 

第３回理事会  2021年 6月 8日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第４回理事会  2021年 7月 13日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第５回理事会  2021年 8月 10日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第６回理事会  2021年 9月 14日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第７回理事会  2021年 10月 12日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

 



 

  第８回理事会  2021年 11月 9日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第９回理事会  2021年 12月 14日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第１０回理事会  2022年 1月 11日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第１１回理事会  2022年 2月 8日 

 内容：会員異動報告及び連絡、教育・出版広報の企画と実施報告、財務報告 

⇒承認 

  第１２回理事会  2022年 3月 8日 

内容：会員異動報告及び連絡、役員選出、教育・出版広報の企画と実施報告、 

財務報告、定例総会、2021年度事業報告、2022年度事業計画案・予算案 ⇒承認 

 


