山形県医療ソーシャルワーカー協会 40 年の歩み
年表

世の中の動向

1954年

山形県立中央病院に「医療社会事業係」設置

1969 年

「山形県医療社会事業協会」結成（5 月 18 日）

厚生年金法改正

第一回記念講演
第二回医療社会事業研修会
医療社会事業の実態調査
医療社会事業相談援助業務調査

1970 年

県内医療社会事業の設置状況調査

心身障害者対策基本法制定

第三回医療社会事業研修会

地方自治体社会福祉法制定（英）

第四回医療社会事業研修会

社会福祉施設緊急整備 5 カ年計画.

協会のしおり発行

1971 年

1972 年

第五回医療社会事業研修会

児童手当法制定

東北ブロック医療社会事業研修会

「社会福祉士法」制定試案

第六回医療社会事業研修会

ドルショック

第七回医療社会事業研修会

札幌オリンピック

第八回医療社会事業研修会
会長に県立中央病院院長

1973 年

1974 年

1975 年

長谷川功氏就任

第九回医療社会事業研修会

「福祉元年」

第十回医療社会事業研修会

老人医療費無料化

第十一回医療社会事業研修会

特別児童扶養手当

第十二回医療社会事業研修会

雇用保険法

渡辺剛士氏会長就任

国際婦人年

第十三回医療社会事業研修会

ベトナム戦争終結

第十四回医療社会事業研修会

1976 年

「医療社会事業従事者の身分保障に関する調査
（庄内グループ）
」
置賜地区に「医療社会事業従事者会」が設立

南北ベトナム統一

第十五回医療社会事業研修会

1977年

第十六回医療社会事業研修会雇用

保険法改正

医療社会事業従事者の資格身分の
問題について請願署名運動
山形県病院協会医療社会事業専門部会設置決定

1978年

東北ブロック医療社会事業研修会（上山）

第 2 次石油危機

「医療ソーシャルワーカー専門部会」設立
第十七回医療社会事業研修会

1979年

山形県公衆衛生学会において発表

国際児童年

「医療福祉職」制度化推進運動

医薬品副作用被害者救済基金法

山形県医療社会事業協会設立 10 周年記念事業
第十八回医療社会事業研修会

1980年

「医療ソーシャルワーカーの医療福祉職制度化
促進についての意見書」提出
会長

五十嵐恒氏

「医療と福祉の手引き」第 1 版発行

1981 年

五十嵐会長死去により、会長代行伊香龍美氏
山形県医療社会事業従事者研修会

1982 年

山形県公衆衛生学会にて発表
伊香龍美氏会長就任

国際障害者年
母子尾および寡婦福祉法へ改名

老人保健法
バークレー報告（英）

山形県病院協議会 MSW 専門部会
山形県医療社会事業従事者研修会

1983 年

山形県公衆衛生学会にて発表
病院協議会 MSW 専門部会
山形県医療社会事業従事者研修会
「研修誌」創刊
「医療と福祉の手引き」第 2 版発行

対がん 10 ヵ年総合戦略

1984 年

山形公衆衛生学会にて発表
病院協議会 MSW 専門部会

退職者医療制度
ガンジー首相暗殺（印）

山形県医療社会事業従事者研修会

1985 年

山形公衆衛生学会にて発表
病院協議会 MSW 専門部会

1986 年

1987 年

1988 年

基礎年金制度導入
基礎年金制度導入

山形県医療社会事業従事者研修会

労働者派遣法

「研修誌」2～3 合併号

男女雇用機会均等法

山形公衆衛生学会にて発表

年金関係法の改正

病院協議会 MSW 専門部会

チェルノブイリ原発事故（ソ）

山形県医療社会事業従事者研修会

高年齢者等雇用安定法

山形公衆衛生学会にて発表

社会福祉士および介護福祉士法制定

病院協議会 MSW 専門部会

精神保健法

山形県医療社会事業従事者研修会

地価の高騰とバブル景気

山形公衆衛生学会にて発表
病院協議会 MSW 専門部会

国民健康保険法改正
税制改革

山形県医療社会事業従事者研修会
「研修誌」4～5 合併号
「医療と福祉の手引き」第 3 版発行

1989 年

病院協議会 MSW 専門部会
山形県医療社会事業従事者研修会

1990 年

病院協議会 MSW 専門部会
山形県医療社会事業従事者研修会

1991 年

病院協議会 MSW 専門部会
山形県医療社会事業従事者研修会

1992 年

病院協議会 MSW 専門部会
山形県医療社会事業従事者研修会

高齢者保健福祉推進 10 ヵ年戦略
消費税の導入

福祉関係 8 法改正
バブル経済崩壊

育児休業法
湾岸戦争

医療法改正
地価の下落

1993 年

病院協議会 MSW 専門部会
山形県医療社会事業従事者研修会

1994 年

内陸庄内合同専門部会 6.11.17～18
「在宅支援センターでのかかわり－今最上町で－」

障害者基本法
地域保健法

21 世紀福祉ビジョン
エンゼルプラン
新ゴールドプラン

1995 年

山形県病院協議会医療社会事業専門部会

精神保健福祉法
阪神・淡路大地震

1996 年

内陸庄内合同専門部会 8.2.29～30
「介護保険とは？」

厚生年金法の改正
らい予防法廃止

内陸庄内合同専門部会 8.11.14~15
「加藤裁判を通して生活保護に於ける
権利を考える」

1997 年

医療社会事業従事者研修会 9.9.17
「介護保険について」
山形県病院協議会

消費税率引き上げ（5％）
臓器移植法制定
医療保険制度改革
地球温暖化防止京都会議

1998 年

山形県病院協議会 10.6.25

長野オリンピック開催

「介護保険制度とケアマネージャーの役割」
医療社会事業従事者研修会
「施設と介護保険」

1999 年

山形県医療社会事業従事者研修会 11.7.30
「あべさん家の今」

脳死判定移植法実施

山形県医療社会事業専門部会 11.10.2
「介護保険施行 3 ヶ月
会長

2000 年

感染症法施行

欧州単一通貨（ユーロ）発足

その現状と課題」

阿部美和氏

「研修誌」第 14・15 号発行 12.2.4

介護保険法施行

医療社会事業従事者研修会 12.7.21

児童虐待の防止等に関する法律

「臓器移植について」

年金制度改革

2001 年

新人・初任者研修会 13.12.7

厚生労働省設置

医療社会事業従事者研修会 13.7.69.11

米同時多発テロ

「児童虐待について」

2002 年

専門研修会 14.10.26～27

健康保険法の改正

「医療ソーシャルワーカーのアイデンティティと
自己覚知」
内陸庄内合同専門部会 14.3.2

母子および寡婦福祉法改正
サッカーワールドカップ日韓共催

「ソーシャルワークの人間理解～理論
・実践アプローチ～」

山形県病院協議会

児童扶養手当制度改正

健康増進法
ホームレス自立支援法

医療社会事業専門部会 14.6.20

「症例検討会」
内陸・庄内合同専門部会 14.3.2
「ソーシャルワークの人間理解 2」
会長

2003 年

阿部美和氏

新人初任者研修会 15.10.3

被用者保険本人負担 3 割

「事例を通して学ぶ援助者としてのかかわり」

支援費制度実施

専門研修会 15.11.21

雇用保険法・児童福祉法改正

「医療ソーシャルワーカーに期待するもの

次世代育成支援法・尐子化社会対策基本

法制定
～ALS 患者とのかかわりの中で～」

SARS 発生

「医療と福祉の手引き」発行

2004 年

介護保険報酬・介護保険保険料改定

山形県精神保健福祉士協会との合同研修会 16.2.13
「障害者の権利擁護」

年金制度改正
児童福祉法改正

山形県医療社会事業従事者研修会 16.7.23

児童手当法改正

「地域連携におけるソーシャルワーク」

アテネオリンピック

新人研修会 16.10.29

尐子化社会対策大網

日本医療社会事業協会
初任医療ソーシャルワーカー講座後援 16.11.20～22
会長小笠原真佐子氏
協会名が「医療ソーシャルワーカー協会」
に変更となる

2005 年

専門研修会 17.5.13

介護保険法改正法成立

「ソリューションフォーカスを

障害者自立支援法

面接に取り入れる工夫」
新人研修会 17.5.13

食育基本法

17.9.9

会長小笠原真佐子氏
医療社会事業従事者研修会 17.7.15
「介護保険制度改正の概要」
専門研修会 17.12.3～4
「ソリューションフォーカストアプローチの
質問の型をソーシャルワーク面接に活用する」

2006 年

社会福祉士の病院等の実習施設認定に
伴う説明会への協力 18.3.21
新人研修会 18.6.2

介護保険法改正法施行
障害者自立支援法施行
医療制度改革関連法成立

医療ソーシャルワーク研修会
「SFA」実践講座 18.7.2

18.7.30

石綿による健康被害の救済に関する法律
18.9.3

健康増進法制定

新人研修会 18.10.6
専門研修会 18.11.24
「医療制度とソーシャルワークをめぐる状況」
医療社会事業従事者研修会 18.7.21
「地域連携について」

2007 年

山形県医療社会事業従事者研修会 19.7.13

日本年金機構法

「胃ろうと栄養」
新人研修会 19.5.18

パートタイム労働法改正

19.10.12

専門研修会 19.11.9～10

年金時効特例法
厚生年金特例法

「医療連携について」児童虐待防止法改正
協会のポスターを作製

2008 年

2009 年

日本病院学会 20.7.3.～4

新雇用戦略

新人研修会 20.5.16

労働基準法改正

山形県医療ソーシャルワーカー協会 40 周年記念事業

政権交代

第 57 回日本医療社会事業全国大会
第 29 回日本医療社会事業学会

