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九州医療ソーシャルワーカー研修会くまもと大会参加報告 

中部徳洲会病院 仲尾次 麻美 
 

去る平成 23 年 11 月 19 日～20 日、熊本県で行われました九州医療ソーシャルワーカー

研修会にて研究発表を行わせていただきました。 
今回私は、“連携”というカテゴリーで「急性期病院と併設老人保健施設との連携につい

て」発表させていただきました。年々増加する相談支援件数や退院援助件数、また救急搬

送件数の増加から見えてきたニーズに対して、今ある併設老人保健施設とどう連携してい

くことができるのか、連携強化の方法の報告とその結果･考察を発表しました。併設老人保

健施設との連携強化の方法としては、朝礼終礼は老健相談員と一緒に行う、老健相談員と

病院相談員を 1 年間ごとのローテーション制にし双方の業務内容や仕組みを把握する、老

健入所者が入院された場合のショートステイ受け入れへの早期対応などです。これ以降少

しづつではありますが当院からの受け入れ人数の増加に繋げることができました。ただ当

院が急性期病院であることから医療度の高い患者様が多く、依頼をしても受け入れできな

いケースも多いことが課題でもあります。発表の結果から、病院相談員と老健相談員との

連携により一人でも多くの患者様のニーズに対応できることが一番の利点だと感じました。

発表後の質問タイムでは、5 つほど質問を受けました。いろいろな方からの違った視点か

らの質問に、自分自身とても勉強になる機会となりました。 
 懇親会では各県 MSW 協会の紹介パフォーマンスで盛り上がり、最後は熊本県のご当地

キャラ“くまもん”登場から、熊本協会のメンバーで構成されたワールドチェリーボーイ

ズというバンドによるクライマックスまで本当に楽しませていただきました。 
今回の研修会を振り返って、特別講演やワー 

クショップを始め懇親会など多くの方の話を聞 
くことができ、私自身価値観や MSW に対する 
視野が広がり、本当に充実した内容となりまし 
た。来年は福岡県で開かれるということです。 
まだ参加されたことのない方や興味がある方へ 
ぜひ参加をお勧め致します。 
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１２月定例会参加報告 

翔南病院 比嘉 美千子 

 

Ｈ２３．１２月１８日（日） おもととよみの杜 ふれあいセンターにて、日本損害保険

協会 自動車損害保険運用益助成事業の交通事故被害者生活支援教育研修に参加しました。 

 

※交通事故被害者を支援する制度 

“自動車損害賠償責任保険（強制加入）自賠責”“任意自動車保険”“自動車損害賠償保

障事業（政府の事業）”が挙げられます。 

その他の制度として、独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）には、交通事故が

原因で重度の後遺症が残り、治療と常時介護が必要な方の為の“療護センター“、”介護

料支給“、”育成資金“があります。 

 

感想 

研修の風景をビデオ撮影し、写真も数枚撮りますので活発な質疑応答を・・・と事務局

長（當銘さん）は盛り上げていました。緊張するかと思いましたがいざ始まるとみなさん

すっかり忘れて聞き入っていましたし、質疑応答は言われなくてもと言わんばかり活発で

した。 

以前ＮＡＳＶＡのＤＶＤを観てホームページを訪れたことがありました。皆さんも良け

ればのぞいてみて下さい。（http://www.nasva.go.jp） 

東海大ＭＳＷ塩田 哲也さんの講義では、実際に関わった場合のポイントをあげていて参

考になりました。制度は複雑なので、あいまいな知識は提供せず、他の専門職と協働する、

情報提供するより、「患者さん・家族と一緒に調べる伴走者という意識でいる等。 

 自動車事故による重度後遺障害者の短期入院制度があり、沖縄ではメディカル病院が指

定ということでＭＳＷ比嘉さんから報告がありました。 

家族の声として、ゆい沖縄の糸数 悦子さんからＭＳＷにお願いしたいことが２つあり

ました。 

一つは相談しやすいよう関わってほしい、情報を提供して

ほしい。 

もう一つは、気持ちをぶつける相手になってほしい。 

患者を支える家族を支えるのも私たちの仕事の一つです。

その為にも余裕を持って接することができるよう研修に

は参加していきたいなと思いました。 
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新入会員紹介 

与那原中央病院 玉城 唯 

 

みなさん、はじめまして。与那原中央病院にて今年の 8月から勤務しております玉城と

申します。 

急性期病棟で勤務してから早くも５ヶ月という期間が過ぎました。 

私自身、ＭＳＷとしての経験がなく緊張と不安を感じながらも、周囲からのサポートを

受け毎日の業務に励んでいます。 

まだまだ知識・経験不足のため周囲に迷惑を掛け、悩むことも多々ありますが、先輩 MSW

からの助言を真摯に受け止め、ＭＳＷとしての自身を成長させていきたいと考えています。 

今後も定例会等に参加しながら、みなさんとも交流を深めていきたいと思っていますの

で、よろしくお願い致します。 

 
与那原中央病院 満名 祐子 

 

初めまして。今年の 9 月から与那原中央病院にて勤務しています満名祐子と申します。

相談業務に携わって 3 年目になりますが、医療ソーシャルワーカーとしての業務は初めて

なもので、毎日新しい壁が立ちはだかり、その度に先輩方や地域の関係各所の方々に優し

く教えて頂きながら、今出来る精一杯で業務をこなしている状態です。今後は日々の業務

や勉強会・研修会等を通し、知識や経験を身に付け、福祉専門職員として大きく成長して

いきたいと思っています。わからない事ばかりで、何かとご迷惑をおかけするかと思いま

すが、ご指導の程よろしくお願いします。 

 
 
 
 

「はいさいワーク」       NO．４９（平成２３年１２月２７日） 

                        沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 
     
 協会に集まっている求職者の紹介や採用予定等の情報をお知らせします。 

詳細やコンタクトをとりたい方は、那覇市立病院：樋口までご連絡ください。 
 
＊求人： 
①北上中央病院： 

■医療ソーシャルワーカー（経験者優遇） 

■産休補充非常勤１名。 

■雇用期間：平成２４年３月１日～平成２４年 11 月３０日 

■問合せ先：北上中央病院 人事担当 照屋 ９３６－５１１１ 
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１２月運営委員会議事録 

 
平成２３年１２月運営委員会議事録 
参加者：又吉・大城・石郷岡・當銘・秦・新垣・新城・比嘉           文責：比嘉 
 
＊企画委員会： 

・施設情報シート（案）項目追記したものを来月確認 
＊広報委員会：  

・１月号担当 桑江（ハートライフ病院） 
 ・協会認定ポイント取得方法について、次年度広報誌に掲載 
＊学習委員会： 
 ・１月８日（日）１０時 HIV 研修会 申込者３０名 他職種から参加あり 
         WG３回終了し、役割分担しながら行っている 
 ・２月５日（日）１３時 ふれあい介護フォーラム「どうあるべきか介護連携」 

主催：沖縄県さわやか介護連絡会 琉球大学大学会館３階特別会議室にて 
１月のニュースに申込書同封 

         県内１６０以上の有料老人ホームあり、登録されているのは４０程度 
 ・３月１４日（水）事例検討会 事例提供者・スーパーバイザー調整中 
＊渉外： 
 ・サポートセンターあすなろより、「障害者自立支援法に代わる新法」に関する署名活動への協力依

頼有り。２月末までに集約して届ける。 
・なごみ会県民健康フェア（H２４年８月１９日）について 

場所：コンベンション希望、他行事時に重ねて開催も。MSW 協会出展内容：昨年同様  
シンポジウムの要否について：シンポジウムではなく、参加者を動員するようなお笑いライブな

どのイベントをしてはどうか（医療・介護制度、健診の促しを組み入れて） 
各団体の運営プログラムについて：各協会ブースに分かれ、昨年同様に 
献血車の搬入の要否について：要 

・九州協議会中堅者研修への出席者について：参加者調整つかないので不参加 
・一般社団法人スケジュール：来年度初めには法人化予定で、事務局が調整を行う 
３月臨時総会、４月設立総会、講師をどうするか次回確認 

・第３２回日本協会（２０１２年５月 群馬県にて） 
演題募集２０１１年１２月５日～２０１２年２月３日 ホームページで呼びかけ行う  

＊事務局：  
・退会１名  
・障がいケア講演会～豊かな保育・学校生活と医療ケア～後援承認とする 
・１２月ＮＡＳＶＡ研修会 参加者３５名あり アンケートより好評だった 

  
＊次回１月３１日（火）１８：３０ 那覇市立病院 司会：宮良 書記：安慶名 連絡係：新城 
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学習委員会よりお知らせ 

平成 23 年 12 月 29 日付 
◇1 月定例会◇                                  
 
日時 ： 平成２４年１月８日（日）１０：００～１６：００ 
 
場所 ： 研修会場  おもととよみの杜（大浜第二病院）２階ふれあいセンター 
           豊見城市渡嘉敷１５０番地 
      
内容 ： 沖縄県 HIV／AIDS ソーシャルワーク研修会 
 
 
◇2 月定例会◇                                  
 
日時 ： 平成２４年２月５日（日）１３：００～  

 

場所 ： 琉球大学大学会館 ３階特別会議室 

 

内容 ： ふれあい介護フォーラム 「どうあるべきか介護連携」 

 

＊ 別紙にて案内・申込書（両面１枚）同封しています。 

申込締切 平成 24 年 1 月 17 日 

 
  
          

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｍｓｗ－ｏａｓｗｈｓ.ｊｐ／ 

 
 

 
 
 
編集後記  

明けましておめでとうございます。2011 年はどのような１年だったでしょうか？ 

新年を迎え、心機一転頑張っていきたいと思います。 

本年も会員皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。 

年末のお忙しい中、原稿依頼を快く引き受けて頂いた皆さん、本当に有難うございました。 
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東北地方太平洋地震被災地支援活動報告 ～前編～ 

那覇市立病院  髙江洲アヤ子 
 

前編は、「社会福祉士としての活動報告」、後編は、大川原順子氏（福島県医療ソーシ

ャルワーカー協会会長）の講演を参考に「医療ソーシャルワーカーとして今後考えるべ

き課題・役割」についてお伝えいたします。 
平成 23 年 10 月 22 日から 10 月 28 日まで、現地の地域包括支援センターの側面支援

という形で、宮城県石巻市に行きました。日本社会福祉士会の「被災された方の生活が

元に戻り地域が復興することを見据えた、長期にわたる組織的継続的支援」の一環です。

石巻市では、10 月に入り避難所は閉鎖され、家屋を失った被災者の多くが仮設住宅に入

居されています。私たち他府県から派遣された社会福祉士の主な役割は、地域包括支援

センター担当圏域内の仮設住宅を巡回し、そこに住まう被災者に寄り添い、孤立や生活

不活発リスクを発見し、個別ニーズの解決につなげ、暮らしの再構築に少しでも貢献す

ることでした。 
 活動を通し浮上したケースとして、仮設住宅のアプローチが砂利道のため、外出しづ

らいという高齢者の訴えが多くありました。外に出たいという意欲を阻害し生活を不活

発にする要因がここにありました。砂利道を押し車で歩く困難さを想像すること・・こ

ういった気づきが求められています。 
面接経過を報告したところ、 
包括支援センターの担当者が 
市の仮設住宅担当部局に改善 
要望をあげてくださることに 
なりました。 
また、100 か所におよぶ仮 

設住宅における情報の格差も 
大きな課題のひとつとして包 
括支援センターへ改善を求め 
ました。 
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大規模な仮設団地は、それ自体が自治会となるので情報が入りやすい利点があります

が、小規模な仮設住宅は、その地元の自治会がどれくらい仮設の住民を意識するかに委

ねられている面があります。実際、小規模仮設住宅に住む高齢者から、基金の支給の情

報が入らず期間内にもらえなかった、という声がありセンターへ報告しました。 
ある住民の話からは、住民主体の復興への道筋を考えさせられました。相次ぐ町村合

併、一極集中、「効率化」は東北ももちろん例外ではなく、震災前から高齢者には生活

が困難な状況であったとのこと。病院、買い物・・・。しかし、仮設住宅や避難所が脚

光を浴び、行商が来るなどある意味では震災前より便宜が図られているという大変皮肉

な状況があるとのこと・・・復興の視点には、身近な圏域で生活が賄われるコミュニテ

ィづくりの発想がほしい、それはいわゆる「効率化」とは逆の発想かもしれません。 
他にも住民の心身の故障、介護の問題、雇用の問題等、生活課題は瓦礫の山のように

山積していました。遠く東北の地域包括支援センターでは、職員みずからが被災者とい

う過酷な状況がある中、このような地域の暮らしを守るべく、奮闘しておられます。    

後編へ続く・・・ 
 
（写真はすべて平成 23 年 10 月 22 日に撮影したものです） 

 
←① 石巻駅前の歩道。 
車いすや目の不自由な方にとって危険が沢山。 
  
 
 
 
 
 

                  ②→ 
石巻駅前商店街のなかには、震災後いち早く

立ち直れた店舗と再建の目途がたたない店舗

がありました。おそらく経済的ストック、人的ストック、情報の有無・・等々・・そう

いったものが新たな格差を生み出しているのではないでしょうか。 
↓ ③石巻駅から車でわずか 10 分程の海岸沿い 

 
 
 
 
 
  
 

↑ ④起こされることなく放置されたままの墓石 



 3

 
↓ ⑤3 階まで津波が押し寄せた門脇小学校      

 
 
 
 
 
 
 

                ⑥→ 
石巻市立病院周辺に手向けられた品々・・ 
 
 
↓ ⑦女川町立体育館 避難所 

 
 
↓ ⑧仮設住宅 
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沖縄県 HIV/AIDS ソーシャルワーク研修会参加報告 

『生活者の視点で患者さんに寄り添う－MSW に求められていること－』 

 
ちゅうざん病院 嘉手納泉也 

 
1 月 8 日（日）に厚生労働省エイズ対策研究事業（日本福祉大学 田中千枝子氏）の主

催でおもととよみの杜ふれあいセンターにて MSW 等 60 名の参加で研修会が開催され

ました。午前に三部の講義があり、①HIV ソーシャルワークの普遍性～アドボカシーの

視点～（関西学院大学教授 小西加保留氏）では、「1986 年に日本で HIV 患者が見つか

ってから、偏見の中で予防政策や法律策定、抗ウィルス剤の開発（1996 年）、薬害エイ

ズ裁判の和解、身体障害者手帳認定（免疫機能障害、1998 年）というマクロレベルの時

代背景から、HIV 患者の療養先選定援助の事例までを挙げて、MSW によるアドボカシ

ー（環境アセスメントによる）の積極的介入の重要性を提言されました。②HIV/AIDS
の動向と HIV 診療の基礎知識（琉大病院准教授 健山正男医師）では、HIV（ヒト免疫

不全）がウィルス名で、AIDS（後天性免疫不全症候群）が病名という違いから、診断

基準、感染経路（男姓間性交渉が 83%）、併発疾患（肝炎や精神疾患等）、治療方法（数

十年前では最大 60 錠の内服薬が、現在は 1 日 2～4 錠ですむ）、アドヒアランス（本人

の積極的病状受容）の必要性までをご教授頂きました。③HIV 感染者の生活とチームに

よる長期療養支援（琉大病院副看護師長 宮城京子氏）では、県内 3 拠点病院（琉大病

院、県立南部医療センター、県立中部病院）で約 280 名の通院患者さんを多職種の HIV
チームで診療及び支援を行っているが、今後患者の急激な増加が見込まれるため、地域

医療連携のために保健所や他医療機関へ講演会を開催しているとの報告がありました。

午後には二部のグループディスカッションがあり、①「クライエントとの面接」では、

プライバシーを守るための医療費請求の流れや、郵便物を病院宛てに送付する対応や、

身体障害者手帳/自立支援医療の作成のために即日で行政に連絡して交付と助成決定ま

での医療費請求保留など、制度活用と心理的援助を学びました。②「転院相談」では、

拠点病院から後方病院（地域）への医学的社会的な情報提供や連携を実演し、受入れに

あたっての院内従事者の組織作りや働きかけの方法を学びました。 
クライエントの心理的社会的問題の解決や時代のニーズに答えられる臨機応変なソ

ーシャルワークを身につけられるよう、今後も精進していきます。 
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『沖縄県 HIV/AIDS ソーシャルワーク研修会』に参加して 

 
 

ハートライフ病院 望月祥子 
 

 1/8（日）おもととよみの杜にて研修会が開催されました。午前中に３つの講義があり、

関西学院大学人間福祉学部の小西加保留教授により『HIV ソーシャルワークの普遍性』、

琉大病院第一内科の建山正男准教授により『HIV//AIDSの動向とHIV診療の基礎知識』、

琉大病院の宮城京子副看護師長により『HIV 感染者の生活とチームによる長期療養支

援』のお話をいただきました。大切なことは正しい知識を持つことだと感じます。HIV
と AIDS の違いや進歩した治療による AIDS 発症予防など、医療関係者でありながらほ

とんど知識がなかったことを恥ずかしく思いました。AIDS がメディアで最初に報告さ

れた衝撃的な内容がそのままの状態で、ほとんどの人の頭に記憶されていることでしょ

う。しかし、実際には医学の進歩とともに、C 型肝炎や B 型肝炎等の感染症と感染対策

としては大きな違いはないのです。研修で社会福祉施設向けのパンフレットをいただき

ました。HIV 陽性の方が年を重ね、介護施設への入所や介護サービスの利用を希望され

る日はすぐそこまできています。多くの方が正しく知るにはどうしたらいいか考えなく

てはいけません。 
 午後からは事例を通してグループディスカッションに参加しました。ひとつは拠点病

院 MSW が HIV 陽性となった当事者への制度利用の相談をする場面、もうひとつは拠

点病院の MSW が、拠点病院ではない病院での手術を希望される HIV 陽性の方の転院

相談をする場面です。制度利用により HIV 陽性が家族・知人・会社へ知られてしまうこ

とへの“恐怖”をよく理解することができました。そして、今後患者さんの相談は拠点

病院だけではなくなります。その時、この研修を受け正しい知識を持った私たちは自分

の職場でどう対応できるか・・・。 
 沖縄県は HIV/AIDS の患者さんが 200 名を超えています。今後も増え続けると言われ 
ています。身近なこととして一人でも多くの方が正しい知識を持てるように・・・。 
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平成２４年１月運営委員会議事録 

 
参加者： 樋口・石郷岡・當銘・秦・新城・比嘉・宮良・安慶名・伊禮・島袋 

 文 責： 安慶名 真樹 
 
＊企画委員会：  
・施設情報シート（案）項目追記し検討中。次年度の診療報酬改定の内容を見て、さらに新し 
く項目追記を検討。次年度施設情報シートのとりまとめを行う。ホームページには載せず、 
紙ベースの管理になる予定。 

 
＊広報委員会：  

・２月号担当：運天（池田苑） 
 ・日本医療社会福祉協会より、認定医療社会福祉士の経過措置期間延長のお知らせ。 
  ２０１３年３月末まで申請期間が延長しました。申請方法について別紙資料を参照。 
  （県協会主催の研修のポイント換算について、詳しく３月号で案内していく。） 
 
＊学習委員会： 
●２月５日（日）１３時 平成２３年度ふれあい介護フォーラム「どうあるべきか介護連携」 

   主催：沖縄県さわやか介護連絡会 琉球大学大学会館３階特別会議室にて 
県ＭＳＷ協会よりシンポジスト：大浜第一病院 又吉 智子 

●３月１４日（水）ＭＳＷ協会定例会 
場所：中頭病院  
①事例検討会 事例提出者：沖縄リハビリテーションセンター病院 仲宗根 

          ＳＶ：大浜第一病院 又吉 
②ＨＩＶソーシャルワーク研修報告 

ＨＩＶソーシャルワーク研修会のアンケートを集計しました。 
研修会企画・運営方法等の報告を定例会で行います。 

●４月ＭＳＷ協会定例会 
診療報酬・介護報酬改定について予定。場所は未定。 
 

●九州医療社会事業協会中堅者研修会報告（案） 
九州での中堅者研修会の開催方法を取り纏めて、体系だった研修会を各県持ち回りで行ってい

く。 
●２０１２年度 日本ソーシャルワーカー協会年次総会（沖縄大会） 

日程：２０１２年５月２６日（土）～２７日（日） 
   会場：サザンビーチホテル＆リゾート（糸満市） 
 ●第３２回日本医療社会事業学会・第６０回日本医療社会福祉協会全国大会（群馬大会） 

日程：２０１２年５月２４日（木）～２７日（日） 
   演題募集締め切り：２０１２年２月３日（金） 
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●沖縄県 SW 協議会ＩＦＳＷ海外研修（スウェーデン） 

日程：２０１２年７月６日（金）～１４日（日） 
申し込み締め切り：２０１２年４月２０日（金） 

●沖縄ソーシャルワーカー協会主催、ＳＷ初級養成講座 
日程：２０１２年２月２５日（土）、３月３日（土）、 

３月１０日（土）、３月１７日（土）、３月１８日（日） 
  受付：２０１２年１月１６日（月）～２月２０日（月） 
 

＊事務局：  
・次年度４月の公益法人設立に向けての進捗状況報告。 

定款案作成中。行政書士に確認取り、ワーキンググループで定款作成を詰めていく。 
・次年度４月の解散総会・公益法人設立総会にむけて、各委員会の今年度事業報告、次年度の事業

計画をまとめ、２月２８日運営委員会で確認。 
・総会準備を行う。設立記念式典の検討。記念講演、ミニシンポジウム等の内容開催の検討。 
・アンビシャス照喜名さんより、月一回の広報誌を、ＭＳＷ協会ニュースと一緒に配布依頼あり。

アンビシャスの活動内容の周知を図りたいとのこと。＞＞＞了承 
・国立保健医療科学院主催 平成２４年度 医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修開催 
５月１４日～１８日、９月２４日～２８日 募集について。申込みが開始されているので、希望

者は、事務局へ申し出を。 
 ・入会申込み １名あり 

 
＊渉外・その他： 

・在宅重症心身障害児（者）相談支援充実・強化事業の第３回調査検討委員会の報告について 
 在宅医療を受けている障害者のサービス利用にＭＳＷが関わった事がない、という回答があり、

公立病院のＳＷの人員配置基準について、意見していくことを検討する。 
・ＭＳＷの給与体系について。質の担保と人員確保のためにも、県協会として業務内容や給与体系

について調査し、特に 1 人職場の施設でも体制改善の参考にできるような資料を作成する必要

がないか。 
・沖縄県ソーシャルワーカー協議会４団体で、研究発表の場を設けてはどうか、という提案あり。

ＰＳＷ協会は、毎年研究発表会を行っている。今年度の交流会は延期し、来年度研究会と交流会

を企画予定。 
 
＊次回：２月２８日（火）１８：３０ 那覇市立病院 司会：又吉  書記：秦  連絡：島袋 
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「はいさいワーク」        NO．５０（平成２４年１月２４日） 

                        沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 
     
 協会に集まっている求職者の紹介や採用予定等の情報をお知らせします。 

詳細やコンタクトをとりたい方は、那覇市立病院：樋口までご連絡ください。 
 
＊求人： 
①大浜第二病院： 

■医療ソーシャルワーカー（社会福祉士） 産休代替非常勤１名 

雇用期間：平成 2４年２月１日～平成２５年４月１０日 

問い合わせ先：大浜第二病院相談室 古見 寛子 

            ０９８－８５１－０１０３ 

②北上中央病院： 

■医療ソーシャルワーカー（経験者優遇） 

■産休代替非常勤１名。 

■雇用期間：平成２４年３月１日～平成２４年 11 月３０日 

■問合せ先：北上中央病院 人事担当 照屋 ９３６－５１１１ 

 
 
●会員の動向  新入会員１名 
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学習委員会よりお知らせ 

 
平成 24 年 1 月 31 日付 

◇2 月定例会◇                                  
 
下記フォーラムへ振替します。 

 

平成２３年度 ふれあい介護フォーラム 

       大会テーマ 「どうあるべきか介護連携」 

 

日時 ： 平成２４年２月５日（日）１３：００～ 

 

場所 ： 琉球大学 大学会館 ３階特別会議室 

 

参加費： 資料代 500 円 

 

＊ 先月号で申込案内しました。 

 

◇3 月定例会◇                                  
 
日時 ： 平成２４年３月１４日（水）１４：００～１７：００ 

 

場所 ： ちばなクリニック ４階 

     沖縄市知花６-２５-１５ 

 

内容 ： 事例検討会  

      

事例提供者 仲宗根秀徳（沖縄リハビリテーションセンター病院） 

     スーパーバイザー 未定 

 

  
沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｍｓｗ－ｏａｓｗｈｓ.ｊｐ／ 

 
 
編集後記 
2 月になり、県内では桃色の桜が顔をだしてきました。 
ほっと息抜きをしながら、自然の息吹を肌で感じていきましょう。 
お忙しい中、快く原稿作成に協力していただき、本当にありがとうございました！  
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2012 年診療・介護報酬同時改定セミナー 参加報告 

大浜第二病院 古見寛子 

 沖縄県慢性期医療協会主催の 2012 年診療・介護報酬同時改定セミナー(講師 ASK 梓

診療報酬研究所・中林梓所長)が平成 24 年 2 月 18 日沖縄市民会館にて開催されました。

2012 年は同時改定ということで、多くの医療・介護関係者が参加されていました。 

 診療報酬は全体で＋0.004％わずかながらではありますが、プラス改定となりました。

病院機能の強化と連携、在宅医療の充実等、今回は 2025 年の超高齢社会を見据えた第一

歩目という位置づけになるということでした。 

○【新設】患者サポート体制充実加算 70 点（入院初日）患者に対する相談窓口を設置し、

相談に幅広く対応できる体制をとっている医療機関に対する評価が新設されました。施

設基準には専任の看護師、社会福祉士等を配置となっています。医師の負担軽減目的で

新設されましたが、今後評価が上がる可能性があるとのことでした。 

○【新設】退院調整加算 1（一般病棟等）340 点～50 点 

退院調整加算 2（療養病棟等）800 点～200 点 

退院調整部門に専従の社会福祉士が配置されている場合には専任の看護師が配置されて

いることが施設基準となっています。療養病棟で点数が高くなっているのは、療養病床

であっても治療し退院支援できる機能を持つことや、急性期病院の後方支援としてベッ

ドが回転するという役割が期待されているからです。 

○【新設】介護支援連携指導料 300 点（入院中 2 回）医師の指示を受けた看護師…中略

…社会福祉士等がケアマネと退院後に利用可能な介護サービス等について協働して指導

を行った場合に算定。他職種連携加算との同一日併算定不可。 

 上記は社会福祉士と明記された部分を抜粋しました。患者サービスの質向上に関わる部

分、在宅へつなぐ部分への評価が出ています。また、一般・亜急性期・回復期リハ病棟の 

施設基準も変更になった部分があります。 

 これからは“入院から在宅へ、医療から 

介護へ”をキーワードに、住み慣れた地域 

で暮らしていくための地域包括ケアシステ 

ムの構築が必要とのことです。地域の医療 

・介護計画に注目しながら、自院のポジシ 

ョニングを明確にし、連携先を認識するこ 

 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 

  MSW ニュース ３月号 

                   2012 年３月３日発行 

 
  事務局：大浜第一病院 

  〒902‐8571 那覇市天久 1000 番地 

   TEL  （098）866‐5171  

   FAX  （098）864‐1874 

  E-mail t-matayosi＠ns.omotokai.jp 

  編 集：香村 真範（北中城若松病院）  

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
診療・介護報酬改定セミナー参加報告・・１～２ 

介護フォーラム参加報告・・・・・・・・２～３ 

福祉の窓・認定社会福祉士について・・・３～４ 

新入会員紹介・運営委員会議事録・・・・５～６ 

お知らせ・編集後記・・・・・・・・・・・・７ 
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と。また地域から安心され、信頼される医療機関・事業所であり続けることを全職員が認

識することが大切だと強調されていました。 

今回の改定で見えてきたのは自院の事だけではなく、地域や日本社会全体がどのように

なっていくのかという広い視点を持つことが重要であると感じました。その中で、医療ソ

ーシャルワーカーの役割や使命は何なのかあらためて考えるきっかけとなりました。 

 

 

 

ふれあい介護フォーラム参加報告（１） 

大浜第一病院  平安静佳 

２月５日（日）に琉球大学にて沖縄県さわやか介護連絡会主催によるふれあい介護フ

ォーラムが開催されました。 

 「どうあるべきか介護連携」の大会テーマの下、前半では沖縄県社会福祉士会会長の

竹藤登氏による基調講演が行われ、後半では行政や医療従事者、介護支援専門員など様々

な立場の方々によるシンポジウムが行われました。 

 前半の基調講演は「地域密着型介護の連携のあり方について」という演題ですすめら

れ、利用者支援の為のシステム構築、サービス事業者の役割、多職種との連携の方法な

どについて講演がありました。地域密着型介護が必要とする連携先は行政や病院、地域

住民やインフォーマルなサービスなど多岐にわたり、それぞれの関係者が担う役割を明

確にし、利用者を支援していく必要があるとのお話がありました。 

 後半のシンポジウムでは「地域包括ケアは、地域から」の演題で、浦添市社会福祉協

議会の中本氏、浦添市在宅医療ネットワーク代表世話人の大濱氏、医療ソーシャルワー

カー協会副会長の又吉氏、沖縄県介護支援専門員協会会長の大城氏、沖縄県さわやか介

護連絡会の町田氏の５人のシンポジストによる発表と、それぞれの立場から地域で支援

していくことへの現状と課題について話し合われました。 

 沖縄県介護さわやか介護連絡会の理念として、「高齢者になっても、認知症になっても、

障害者になっても住み慣れた地域で人格が尊重され、家庭的な雰囲気でその人らしく、

安心と安全な暮らしができるように支援する」ということが掲げられていました。 

 私たち医療ソーシャルワーカーも、患者さんが退院後も安心してその人らしく過ごせ

る環境をつくることの重要性を改めて認識し、退院支援を行っていく必要があると感じ

ました。 
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ふれあい介護フォーラム参加報告（２） 

南部徳洲会病院  瑞慶覧幸穂 

去った２月５日に琉球大学にて「ふれあい介護フォーラム」が行なわれました。 

初めに「地域密着型介護の連携のあり方について」の演題で竹藤登氏による基調講演が行なわれ

ました。これまでの基本的人権の保障を目的としていた措置入所から、個人の権利保障へと時代が

変わり、個人の希望に沿った援助を行なっていく生活の場所としての宅老所が求められ、そして宅

老所が担っていく役割と地域での連携の重要性を講演していただきました。連携とは、自分の役割

と相手の役割を把握し、結び目をしっかりと繋ぎ、専門性を発揮していくこと。その中での医療ソ

ーシャルワーカーとしての役割は利用者の情報を提供する先としての働きがあり、私たちがよりよ

い援助を行なうためにも、様々な関係機関との連携が必要不可欠であることを講演していただきま

した。 

シンポジウムでは、浦添市社会福祉協議会地域福祉推進課課長の中本氏、浦添市在宅医療ネット

ワーク代表世話人及び名嘉村クリニック院長の大濱氏、当会副会長の又吉氏、介護支援専門員協議

会会長の大城氏、さわやか介護連絡会会員及び宅老所サンセル施設長の町田氏がシンポジストとし

て「地域包括ケアは、地域から」の演題でそれぞれの活動と地域貢献、そして連携の強みを発表し

ていただきました。コミュニティーソーシャルワークを活用した地域でのフォロー。看取りを支え

る医療と宅老所との連携。生活の場所と病院患者を繋ぐ連携。そして施設入所者は地域住民の一員

であるということの再認識と、医療と切り離すことができないということを改めて感じました。 

今回のフォーラムに参加し、地域での生活を支えるために様々な関係機関との連携の太いパイプ

が出来ていることを強く実感しました。しかし今以上の連携体制を構築する必要があることや、そ

の連携を生かすためにも私たち自身が情報を拾うアンテナとなり、また発信者となりながら援助す

ることの重要性を学ぶことができました。 

 
福祉の窓 
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 『認定医療社会福祉士』の申請について  

                             運営委員長 宮良あさの 

日本医療社会福祉協会は「認定医療社会福祉士」を保健医療分野における専門的なソー

シャルワーカーとして位置づけ、広く国民にその質を担保することを目的に 2010 年度よ

り認定制度を開始しました。第 1 回「認定医療社会福祉士」の申請は平成 23 年 3 月 31

日に行われ、全国で 136 人が認定されました。第２回の締め切りは平成 24 年３月 31

日です。今回、経過措置対象の申告期間が 2013 年 3 月末まで延長されました。 

経過措置対象者は、以下の３つの条件を満たせば申告できます。 

① 社会福祉士登録者 

② 2013 年３月末に保健医療分野において８年以上の相談援助業務の勤務状況を書類に

て証明できる方。 

③ 1987 年社会福祉士成立後～2013 年３月末までの間で、本制度が定める「資格取得

に係わるポイント基準表」に則り 180 ポイント申告できる者。 

③の認定資格取得に関わるポイントの項目は、「１.学会参加、２.講習会・研修会の受講、

３.論文・著作等、４.学会発表、５.講習会・研修会講師、６.論文・学会演題の査読、７.実

習指導者としての業績、８.日本医療社会事業協会理事・監事としての業績評価および各県

協会理事」です。（詳細は別紙の資料を御参照下さい。） 

「１.学会参加」では、日本医療社会福祉協会学会に参加した場合は 10 ポイント（以下、

P と略）が取得できます。2008 年 5 月に沖縄県で開催された日本医療社会事業学会への

参加も 10P になります。他に社会福祉士学会や精神福祉士学会、日本職業リハビリテー

ション学会等の参加は５P として認定されます。この場合、抄録集の表紙をコピーするか

領収証のコピーなどを添付する必要があります。 

「２.講習会・研修会の受講」では、日本医療社会福祉協会主催の研修会は 40P～10P

と設定されています。これは受講修了認定証のコピーを提出しますが、職場に提出した研

修報告書又は MSW 協会のニュースに投稿した報告書のコピーで証明してもよいかと思い

ます。都道府県協会の研修は 1 日５P、半日３P となっています。2010 年 11 月の九州

医療社会事業研修会おきなわ大会参加の研修も５P で申告できます。また、『沖縄県医療ソ

ーシャルワーカー協会設立 20 周年記念誌』の掲載資料に創立当初からの研修内容が掲載

されていますので、それも参考になるかと思います。 

「３.論文・著作等」、「４.学会発表」は本や抄録の表紙と原稿をコピーして提出します。 

「５.講習会・研修会講師」の証明は、依頼文書や配布資料等のコピーを提出します。 

「７.実習指導者としての業績」は、実習計画書や大学からの依頼文書や実習生がまとめ

た実習報告書等で証明します。 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会は、毎月定例で研修会を開催しています。当協会の

研修会参加でもポイントの申告が可能です。対象となる会員の皆さまには積極的に申請し

ていただければと思います。 
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 新入会員紹介  

パワーリハビリ ハピネスあいわ  

親川尚貴 

皆さん、初めまして。去年の７月から医療法人 愛和会「パワーリハビリ ハピネスあ

いわ」の生活相談員として働いている 親川尚貴 と申します。 

入職して３年目になりますが、２年間同法人の老人保健施設、デイケアで介護職として

働いており、相談業務というのは初めての経験です。まだまだ相談員として未熟者で、色々

と悩むこともありますが、先輩方から色々と助言を頂きながら利用者様が「ハピネスに来

て一日でも早く元気になりたい」という思いに応えていけるよう日々楽しく業務に励んで

おります。まだ、知識と経験も足りない私なので、ＭＳＷとして働いている皆様と交流出

来ることは自分自身の成長にもなると思うと楽しみです。 

これからよろしくお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

平成２４年２月 運営委員会議事録 

参加者： 大城・石郷岡・當銘・新城・宮良・安慶名・比嘉・伊禮・島袋 

 文 責： 伊禮 

 

＊企画委員会  

・施設情報シートの確認→新年度各施設の情報を集約する 

・各団体に記念誌を３月中に郵送→市町村郵送先（市：福祉事務所、町村：福祉担当者様） 

 

＊広報委員会  

・担当（北中城若松病院：香村） 

 

＊学習委員会  

●３月１４日（水）ＭＳＷ協会定例会 

場所：中頭病院  

①事例検討会 事例提出者：沖縄リハビリテーションセンター病院 仲宗根 

          ＳＶ：大浜第一病院 又吉 

②ＨＩＶソーシャルワーク研修報告 
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＊事務局  

・第２回 公開シンポジウム 

「琉球弧における地域文化の再考と地域再生プランおよび実践モデル化に関する研究」 

日時：平成２４年３月２０日（火）１４：００～１７：００ 

場所：沖縄大学同窓会館 

・アンビシャス会報誌を各施設に郵送する 

・今年度会費納入率 33％→個人名宛催促状を郵送する（法人化後は引き落としを検討） 

・会計の書式を変更する 

・一般社団法人設立に向けて 

◇定款をメールで各委員確認して登記できるように進める 

◇解散総会決まり次第 3 月 Or4 月に今年度収支決算、事業計画を締める 

◇行政書士確認後、4 月 Or５月に解散総会 

◇6 月に設立総会（設立記念講演） 

※記念講演は会員無料で検討（一般開放とするかも検討） 

（案）設立総会（土曜日） 

９：３０～１０：３０・・・・設立総会 

１１：００～１２：３０・・・記念講演 

《前日金曜日１４：００～１７：００会員対象の研修を検討》 

◇講師は川村氏調整中 ※講師費用確認 

◇会場：①ゆいホール②琉大③天久の杜 ※①②③のいずれかを検討 

 

＊渉外・その他  

・なごみ会県民健康フェアー 日時：8 月 19 日（日） 場所：コンベンションセンター 

→来場者に情報提供ができるように（患者会などを紹介してもいいのでは？） 

 ※企画委員中心になって患者会資料を集めたりして情報を集約しておくこともいいの

ではないか（今後の検討） 

・福祉の窓について 

担当となることは勉強になるいい機会であるが、担当者の負担が大きい。担当者に交通

費や図書券など予算を組むことができないか？ 

→他委員会、活動などを勘案して今後検討を行っていく 

・認定医療社会福祉士の申請について 

→認定を受けるまでの流れをまとめてニュースで配信予定（宮良） 

 

＊次回：３月２７日（火）１８：３０那覇市立病院 司会：又吉  書記：新城  連絡：比嘉 
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               学習委員会よりお知らせ                  

平成 24 年 3 月 2 日付 

◇ 3 月定例会 ◇ 

日時：平成２４年３月１４日（水）１４：００～１７：００   

場所：ちばなクリニック ４階（沖縄市知花６-２５-１５） 

内容：①事例検討会  

事例提供者 仲宗根 秀徳（沖縄リハビリテーションセンター病院） 

       スーパーバイザー 又吉 智子（大浜第一病院） 

     ②沖縄県 HIV/AIDS ソーシャルワーク研修会報告  

～主催者（厚労省研究班）から持ち込まれた 

研修会開催までの企画・運営報告と参加者報告～ 

報告者：石郷岡 美穂（琉球大学医学部附属病院） 

比嘉 亜希子（沖縄メディカル病院） 

運天 理沙（池田苑） 

 

              会員の動向 ・ はいさいワーク               

ともにありません。 
 

 編集後記  

オリンピックイヤーの今年は、“ロンドンオリンピック（夏季）”が７月～８月にかけて

開催されますが、出場権を得るべく、様々な競技で大会（予選会）が行われています。 
その中で注目は、やはり“女子サッカー”ですね！ 
昨年のＦＩＦＡ女子ワールドカップにて初優勝を成し遂げた「 なでしこＪＡＰＡＮ 」。真の

力が試されます。 
果たして、再び“世界一（金メダル）”を手にすることが出来るのか。。。 
 年度末のお忙しい中、原稿を引き受けて下さった皆様、編集のアドバイスを下さった事務

局の皆様、ありがとうございました。 
 

 
 
 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 

http://www.msw-oaswhs.jp/ 
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公開シンポジウム参加報告  

『地域でより良く生活するために－リハビリ医療と他職種連携－』 
ちゅうざん病院 嘉手納 泉也 

  
3 月 20 日（火）に日本学術振興会科学研究事業（鹿児島国際大学 田畑洋一氏）の主催で沖縄大学同

窓会館にて「沖縄の保健福祉の現状と課題」のテーマでシンポジウムが開催されました。第一部に基調

報告として「地域リハビリテーションからみた保健福祉を考える」（鹿児島国際大学 高山忠雄氏）から、

「1980 年代は医療・福祉・保健の学問であったが、最近では工学・教育・職業の学問が構築・融合さ

れ、現在は約 30 の職種がリハビリ（再びふさわしいものにする/全人的復権）に関わっている。今後は

地域（予防→急性期→回復期→維持期→終末期）を 1 つのリハビリと捉えて、高度な専門的知識を有す

リハビリコーディネーター（仮）や看護師・保健師・栄養学の効果的な連携体制作りが必要」と話され

ました。 
第二部のシンポジウムでは、四者から現状と課題の提言がありました。①又吉智子氏（大浜第一病院）

は、「医療ニーズの高い患者の退院先が少ないうえに、介護認定に 1～2 ヶ月を要すため退院援助に支障

が出ており、急性期病院の満床が続く。地域住民への啓発や行政機関との議論や生死の教育の重要性」

を指摘されました。②島村聡氏（那覇市役所）は県内に約 200 名の重度身体障害児者が在宅生活を送っ

ているが、2011年の訪問調査（NPO法人おきなわ障がい者相談支援ネットワーク、124名/回収率 74.7%）

の結果として、両親は相談先を求めている、ショートステイを要望、在宅医療ケアの充実などの課題は

あるが、様々な人々が結びつく（セルフケアマネジメント）が有効と述べました。③高野千秋氏（那覇

市社会福祉協議会）は、高齢化の進むある団地自治会の事例をあげ、入居者の自助共助（チュイタレー

ダレ）と地域関係者参画による、ふれあいデイサ 
ービス・見守り・買い物等の支援強化の報告があ 
りました。④田中安平氏（鹿児島国際大学）は、 
鹿児島と沖縄の「離島」の高齢者福祉の実態をあ 
げ、介護施設や人的・サービス資源の少なさ、過 
疎による活性化の低迷、フェリー利用による金銭 
的負担など様々な課題の解決が必要と述べました。 
中部地域のリハビリ専門病院の MSW として、 

「リハビリとは何か」「回復後の生活とは」を改め 
て考えさせられた時間となりました。 

 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 

  MSW ニュース ４月号 
                 201２年４月 1 日発行   

                          

     
  事務局：大浜第一病院 
  〒902-8571 那覇市天久 1000 番地 

   TEL  （098）866‐5171  
   FAX  （098）864‐1874 
  E-mail t-matayosi＠ns.omotokai.jp 

  編 集：山里 守三郎（翔南病院）   
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         東北地方太平洋地震被災地支援活動報告 ～後編～ 
那覇市立病院 髙江洲アヤ子 

 
前編は、社会福祉士としての活動をお伝えしました。後編は、大川原順子氏（福島県医療ソーシャル

ワーカー協会会長）の講演を参考に「医療ソーシャルワーカーとして今後考えるべき課題・役割」につ

いて述べます。 
大震災では誰もが恐怖を体験しました。「人も物も病院の外に流れずプカプカ浮いていた。中庭の扉

を閉鎖していたため、遺体も中庭に留まっていたのだ」（池上正樹著『ふたたび、ここから』より）。救

援リストから漏れていた敬愛病院（石巻市）への救護は地震から数日後。このような恐ろしい惨状を想

像できるでしょうか。正確な情報がリアルタイムに伝達されず、病院では医薬関連物資全般が不足し困

窮状態に陥りました。このような状況のなか、通信手段が復旧すれば被災地のソーシャルワーカーは生

存患者の転院先確保と搬送調整に追われることになり、転院相談先のソーシャルワーカーも自施設以外

での受入調整を展開することになります。電子カルテは使用不能、紙カルテも流され、患者情報が皆無

のまま患者が運ばれるという混乱のなか、紙に情報（既往歴、常用薬等）を聞き取り、患者と紙が共に

動くという体制で診察に臨んだとのことです。また、太田熱海病院のソーシャルワーカー大川原氏は、

１日ですべての患者の転院時サマリーを書き上げ転院の調整にあたったそうです。このような危機的状

況下では、日頃のネットワークが非常に重要な鍵となります。当院も急性期病院としての使命、機能を

確保しつつ、災害時の受入体制、連携について、近隣の老人施設、宅老所協会、介護支援専門員連絡会

等、地域の関連施設・関連機関と日頃から話し合っておく必要があると思います。 
災害ソーシャルワークにおいてまず押さえておかなければならないことの一つが「災害救助法」。23

条に「救助の種類」、33 条に「23 条の規定による救助に要する費用は救助の行われた地の都道府県が、

これを支弁する。」とありますが、一時避難は公費で賄えるものの、戻りは自費。人工呼吸器の患者が

元の施設に戻るのに、距離によっては 20 万円ほどかかった例があるとのこと。また自主避難は適用外

なので自費。自主避難者には物資も届かないという現状があったとのことです。 
また、大川原氏は、行政機能が混乱し既存の制度が機能していない状況下では、ソーシャルワーカー

が主導し、早急にニーズにあった新しい制度の創設・運用の仕組みを創る必要性を示唆していました。

福島県では、要介護者の介護保険サービス利用について、専門職 6 団体（社会福祉士、MSW、PSW、

PT、OT、ケアマネージャー）による「介護保険暫定利用支援」を創設。通常、介護認定には約１ヶ月

かかりますが、申請から即日調査、一次判定をもって利用開始とする事業を開始し、県からの委託事業

に発展しているとのことでした。ソーシャルワーカーは現場の声をすぐに聞ける立場にあり、横のつな

がりを得意とする専門職であるため、混乱した現場のニーズと社会資源を素早くつなぎコーディネート

する重要な役割を担っています。  
また、被災地では弁護士と社会福祉士（ソーシャルワーカー）との協働による「法律と生活の合同相

談会」が行われています。弁護士の行う法律相談は、被災した土地・家屋、相続問題等々、目的が比較

的明確なものが多い相談に比べ、社会福祉士の行う生活相談は、面談の過程において生活課題に焦点を

あてていくことでよりよい自己決定を促していくという専門職としての面談技術が求められます。 
  このようにソーシャルワーカーは、危機的状況から安定期までのあらゆる段階において、生活再建へ

の支援に重要な役割を担います。「もしも」に備え、日頃からのネットワークを強いものとし、できる

ことに柔軟に取り組んでいけるよう、あらためて災害ソーシャルワークについて学んでいきたいと思い

ます。 
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（写真はすべて平成 23 年 10 月 22 日現在です） 
石巻市立病院の正面玄関 

 

↓最上階の窓に「感謝 石巻市立病院」               

                    

 

 

 

   

 

                  石巻市立病院周辺 

  

女川町立病院周辺 
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            201２ 年３月定例会報告      

 比嘉亜希子（沖縄メディカル病院） 

 

＜日時＞３月1４ 日（水）14 時～17 時 

＜場所＞中頭病院 

＜内容＞ 

１. 事例検討会・・・事例提供者 仲宗根秀徳（沖縄リハビリテーションセンター病院） 

          スーパーバイザー 又吉智子（大浜第一病院） 

２.HIV／AIDSソーシャルワーク研修会報告 

～主催者（厚労省研究班）から持ち込まれた研修会開催までの企画・運営報告と参加者報

告～ 

 ①石郷岡美穂（琉球大学医学部付属病院） 

 ②比嘉亜希子（沖縄メディカル病院） 

 ③運天理沙（池田苑） 

 

先日、上記の日程において３月度ＭＳＷ協会定例会が行われました。 

事例検討会では「介護保険未納のため、退院調整が難渋したケースの振り返り」のテーマ

で発表が行われ、質疑応答の後、5～6 名のグループに分かれてグループワークが行われ

ました。結果的に介護保険3割負担が解除となるまで、回復期病棟での入院期間を延長し

たが、それでよかったのか、何か良い方法が別になかったかどうか、話し合いました。グ

ループワークでは、急性期や回復期などと異なるので、それぞれの立場の意見や、地理的

な特徴なども話にあがりました。 

各グループより、回復期リハビリ病棟という限られた入院日数の中で、経済的な問題が

あり、患者さん・ご家族の意向を確認しながら、負担軽減できないだろうか、介護保険の

居宅サービス・医療保険（療養病棟）などと調整していく過程が大切であり、細かく支援

していたと発表がありました。今回の事例は、入院期間の縛りがある中で、MSWは患者さ

ん・ご家族の現状を受けとめ、寄り添いながら取り組む事の大切さが伝わってくる事例で

した。 

 次に、今年1月8日に行われた、HIV／AIDSソーシャルワーク研修会報告がありました。

始めに事務局である石郷岡さんから、研修会を沖縄県で開催することになった経緯や主催

者・講師、後援側との連絡や実際の文書などを使い説明がありました。次にワーキンググ

ループである比嘉から、4回の会議の中での検討事項や役割分担など、メンバーでやった

ことを伝えました。また、参加者を代表して運天さんより、研修会の内容と感想を述べら

れました。午前中の講義で現状を聴き、午後のグループワークで、身近なであることを認

識し、理解を深めることができたとの報告でした。最後に、石郷岡さんより、参加者から

回収したアンケート結果について報告がありました。また、主催者が国の管轄であり、調

整など苦労した点も多々ありましたが、ワーキンググループを初め、たくさんの方と協働

していくことができ良い機会だったとのことでした。 
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学習委員よりお知らせ 

4月定例会 

日時：平成２４年４月１１日（水）１４：００～１７：００ 

場所：沖縄県総合福祉センター４階 東棟 ４０１（那覇市首里石嶺町４丁目３７３－１） 

内容：①診療報酬・介護報酬同時改訂勉強会 

    急性期 望月祥子（ハートライフ病院） 

亜急性期 池間俊（与那原中央病院） 

回復期 嘉村真範（北中城若松病院） 

療養 山里守三郎（翔南病院） 

老人保健施設 島袋恵理子（老人保健施設 若松苑） 

居宅介護支援事業所 大城則子（沖縄メディカル居宅介護支援事業所） 

   ②一般社団法人化に向けて 

    樋口美智子（沖縄県MSW協会会長） 
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平成２４年３月運営委員会議事録          
日時：平成２４（２０１２）年３月２７日（火）１８：３０～ 
場所：那覇市立病院 
参加者：樋口・宮良・當銘・比嘉・島袋・伊禮・新城        文責：新城 
＊学習委員会 
●４月定例会 日時：４月１１日（水）１４時～ 
       場所：県総合福祉センター 

１．診療報酬改定について 
     急性期：ハートラフ病院 
     亜急性期：与那原中央病院 
     回復期：若松病院 
     療養型病院：翔南病院 

老健：若松苑 
居宅：沖縄メディカル病院 

２．一般社団法人化に向けての説明（樋口） 
     説明文を作成し配布する 
  
●５月定例会 日時：５月１２日（予定）※講師の都合により変更 
       場所：未定 ※あやかりの杜を確認する 
  １．平成２３年度総会＆解散総会 

 ※講師を呼び記念講演会を開催予定 
  
●６月定例会 日時：６月１５・１６日 
   １５日（金）場所：未定 

１４：００～１７：００ 県ＭＳＷ協会研修会：講師 川村隆彦氏 
１６日（土）場所：大浜第一病院 天久の杜 ふれあいホール 

０９：３０～１０：３０ 一般社団法人設立総会 
１１：００～１２：３０ 記念講演会：講師 川村隆彦氏 
 

●今後予定の研修：障害児のＮＰＯ団体についての紹介 
        小児分野の講師 
・事例検討会でのアンケートなどにあった要望についての検討をどのようにしたらよいか 
 →アンケートの結果を集計してもらい、ＯＧＳＶへ提出し検討する 
 
＊企画委員会 
 施設情報シートの確認 
 
＊広報委員会 
 ４月号担当：山里（翔南病院） 
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＊事務局 
●一般社団法人化に向けてのスケジュール 
 ・６月１日の登記に向けて、６月１５・１６日に一般社団法人設立総会・記念講演会を行う 
 ・５月の解散総会にて入会申込み書を配布する 
 ・組織図や名称の改正等を検討していく 
 ・定款は日本協会の弁護士に相談中、会費については３月末で一旦決算する 
 ・未納会費督促を３月中に行う 
 ・４団体へ案内文書を作成し配布する 
●九州医療ソーシャルワーカー研修会 福岡大会 （平成２４年１１月１７・１８日） 
 ・演題提出者を募る 
●ＮＡＳＶ事業 
 ・活動報告をまとめて冊子を作成中、各県に配布予定 
●生活保護支援九州医療ネットワーク 
 ・市役所の保護課の現状の講演会あり 
●入会２名、退会３名 
 
次回：４月２４日（火）１８：３０～  司会：樋口 書記：比嘉 連絡係：石郷岡 
 

「はいさいワーク」        NO．５１（平成２４年３月２８日） 

                         沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 
 協会に集まっている求職者の紹介や採用予定等の情報をお知らせします。 

詳細やコンタクトをとりたい方は、那覇市立病院：樋口までご連絡ください。 
 
＊求職： 

①Ｋ・Ｒ 女性 ３３歳 平成１３年３月沖縄国際大学卒業  

②Ｋ・Ｓ 女性 ２２歳 平成２４年３月沖縄大学卒業見込み 

 

＜お知らせ＞                      

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会               

平成２４年６月予定 

 

① 平成２４年度 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会研修会 

   日時：平成２４年 ６月１５日（金）１４：００～１７：００ 

   場所： 未定  

   講師：川村 隆彦氏（神奈川県立保健福祉大学准教授）                 

   内容：「支援者が成長するための５０の原則」 

   対象：県ＭＳＷ協会会員 

② 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 一般社団法人設立総会・記念講演会 
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   日時：平成２４年 ６月１６日（土）  

        ９：３０～１０：３０ 設立総会 

       １１：００～１２：３０ 記念講演会      

   場所：大浜第一病院 天久の杜 ふれあいホール 

   講師：川村 隆彦氏（神奈川県立保健福祉大学准教授） 

   内容：「価値と倫理を根底に置いたソーシャルワーク」 

   対象：県内ソーシャルワーカー４団体会員、 

      医療・介護・福祉関係者 

  

③  沖縄がん心のケア研究会 

   日時：平成２４年 ６月１６日（土） １４：００～１７：００ 

   場所：大浜第一病院 天久の杜 ふれあいホール 

   内容 ①：１４：００～１５：００ 

レクチャー「（仮）傾聴と共感－真心を聴き、共に感じる力－」 

         講師：川村 隆彦氏（神奈川県立保健福祉大学准教授） 

      ②：１５：００～１７：００ 

事例検討 

   対象：医療・介護・福祉関係者 

 
沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｍｓｗ－ｏａｓｗｈｓ.ｊｐ／ 

 
編集後記  

＜ MSW おきなわことわざ集 ＞ 

・慶良間～見いしが、退院先ぇ～見ぃらん：「慶良間は見えるけど、退院先が無い」 

    遥か先の慶良間諸島は、よく見渡せることが出来る。しかし明日退院というのに、自宅への退

院も出来ないし、施設もすぐには受け入れてくれない。このいたたまれない気持ちを詠ったもの。 

・いちゃりば、へーくなー：「出会ったら、すぐに退院先を考えて行動すること」 

    入院中に本人・家族とばったり出会うと、今後の方向性について、すぐに支援（具体的に行動）

すること。 

人生を笑劇的にする逆転の法則をご紹介します。 

  「忙しい」って言葉に出すといっぱい いっぱいになって来て 6 心も体も疲れてくる。そこで 

    「 忙しい～ 」の代わりに ⇒ 盛り上がってきた～ ！ 

  「 難しい～ 」の代わりに ⇒ う～ん 奥が深い 

  「 もう最悪 」の代わりに ⇒ はは～ん そう来ますか、ドラマチックになってきたね～ 

 私がつい、ため息をついて部屋に戻ってくると MSW 比嘉美千子が「山里さん、ストレス溜めないで、 

マイルを貯めて旅行へ行きましょう～！」と励ましてくれます。まさに、逆転の発想ですよね。 

原稿を快く受けていただきました皆様方、本当にありがとうございました。 

さぁ～平成２４年４月だよ、MSW のみんな～ あなたは今年、何をする？   ※ 参考資料「逆転本」 
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平成 24 年度総会並びに解散承認総会議事録 

古見 寛子（大浜第二病院） 

 

日 時：平成 24 年 5 月 16 日（水）14 時～17 時 

場 所：北中城村あやかりの杜               参加者 31 名 

 

１．記念講演会『医療ケアを要する在宅重度心身障害児（者）の 

調査報告にみる MSW の役割』 

講師 島村聡氏（那覇市民文化部副部長兼市民安全課長、 

おきなわ障がい者相談支援ネットワーク理事） 

 おきなわ障がい者相談支援ネットワークが沖縄県より委託を受けた「在宅重症心身障害児（者）相談

支援充実・強化事業」の調査結果をふまえ、MSW の役割について提言をいただきました。 

調査対象となるのは吸引や気管切開、人工呼吸器等在宅生活されている障害児（者）で、サービス利

用実態やその必要性等について調査報告がありました。北部地域は通所系が多く、離島地域は通所系が

少ない等地域のサービス資源に左右されている実態がわかりました。サービスの必要性は短期入所や移

動支援が多いことに加え、相談支援を必要と感じる方が 88％という結果で、“話を聞いてほしい”とい

う思いがあることが推測されました。 

調査結果より、相談支援の充実が求められており、退院時に MSW より地域の相談機関へつなぐ必要

性は高いとのことでした。また、レスパイト目的

での受け入れ先がないこと、外出移動のコストが

高いこと、災害時支援等が課題としてあげられ、

今後も地域でのネットワークづくり等継続した支

援が必要ということでした。 

  

２．平成 24 年度総会並びに解散承認総会が開催

され、昨年度の事業報告等が行われました。第 5

号議案として、樋口会長より当会が社会的に責任

ある組織となり、安定した運営を目指すため法人

 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 

  MSW ニュース 6 月号 
                 2012 年 6 月 1 日発行    

                          

     
  事務局：大浜第一病院 
  〒902-8571 那覇市天久 1000 番地 

   TEL  （098）866‐5171  
   FAX  （098）864‐1874 
  E-mail t-matayosi＠ns.omotokai.jp 

  編 集：新城 美香子（小禄病院）   

           野原 昌行（小禄病院） 
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化取得の提案がありました。審議の結果、5 月 31 日で現行の任意団体を解散し、6 月 1 日より「一般

社団法人」へと名称変更することが承認されました。 

その後一般社団法人設立承認総会が行われ、法人化後の定款案・事

業計画案・予算案・理事選任等の報告があり、承認されました。総会

に同席された行政書士の比嘉氏からも、法人化取得は社会的要請も強

くなってきており、今後活動を継続していくには、会員全員の総意で

運営されている“社会的な形”が必要とのご意見がありました。法人

化後も現団体の会員はそのまま移行され、現在の活動を継続するだけ

ではなく、多様な事業活動に対応することができるとのことです。6

月には一般社団法人設立記念講演会が予定されています。 

 
 

研修報告 

奥平 藤也（ハートライフ病院） 

 

名称：相談支援センター相談員基礎研修（１）（２） 

期間：2012 年 5 月 14 日（月）～2012 年 5 月 17 日（木） 

場所：東京都内 

主催：独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター 

このたび上記研修を受講する機会がありました。過去に研修に行かれた方も多くいらっしゃると思い

ますが、この場をお借りし今回の研修について報告いたします。 

本研修は国が力を入れているがん対策の一環で、がんの相談支援業務に携わるうえで必要となる基礎

的知識の習得を目的としており、当院でもがん患者さんへの援助が行なわれていることから職場の了解

が得られました。 

研修は、（１）に引き続き（２）が行なわれました。内容は（１）では、がん対策、相談支援、社会

資源、緩和ケア、臨床腫瘍学、精神腫瘍学について、（２）では、がん検診、乳がん、大腸がん、肺が

ん、支持療法、がん予防、診療ガイドライン・エビデンス、臨床試験、アスベスト関連疾患とその補償

について、胃がん、血液がん、肝がんに関する講義でした。1 つの科目はそれぞれ 1 時間程度です。 

主催者によると受講者が 680 人ということで、大きな映画館にいるような感じでしたがすべて講義

形式で一日中なので、集中力を切らさないようにするだけで精一杯でした。 

疾患について医師から講義を受けるという機会は職場でもそうそう無いので、講義ごとに知識の整理が

でき、全体的にとても有意義で、特に 4 月から業務上血液がんの患者さんを多く担当することになった

ので当該疾患について理解を深めることができましたが、それ以外にも、がん患者・経験者の社会的問

題として解雇・廃業など就労問題があるということには特に注目して聞いていました。これまでケース

の社会復帰援助に携わった経験はさほど多くはありませんが、患者さんの直接支援や家族や職場の方々

へがんに対する理解をどう促していけるのかなど、課題を持って帰ってくることができました。また、

現在国のがん対策推進基本計画の見直し作業が行なわれ、そろそろまとまるようなので、がん対策の動

向もさらに注視していこうと思っています。 
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5 月定例会研修報告 

沖縄メディカル病院 伊佐知子 

 

平成 24 年５月１６日（水）北中城村あやかりの杜にて、「医療ケアを要する在宅重度心身障害児（者）

の調査報告にみる MSW の役割」をテーマに 那覇市役所市民文化部副部長兼市民安全課課長 島村聡

氏による講演が行われました。引き続き、解散総会が開催されました。 

講演内容 

１．在宅重症心身障害児（者）の相談支援充実・強化事業（沖縄県内） 

北部地域では通所系サービスの利用率が高く、訪問系はサービスがないため利用率が低い。 

中部南部地域は通所系、訪問系サービスとも利用が一定ある。 

宮古八重山地域は、訪問系のサービスの利用率が高く、通所系はサービスがないため利用率が低い。 

２．サービスについての必要性 

医療機関と同率で短期入所（レスパイト）の要望があるがサービスが無い現状がある。 

移動支援の要望もあるがサービスが無い現状がある。 

相談支援の要望は北部と離島で高い。サービスの充実した地域では事業所が相談を受けているため

ではないか。 

  災害・緊急時の対応体制の充実 

３．調査結果から考察された事 

（１） 相談支援（機能）に期待される役割として、相談支援機関の周知、医療・福祉等関係機関の連

携充実を図ること、相談支援専門員等のマネジメント力の向上を図ること。 

（２） 必要とされている支援サービスとして、支援サービスの開発、確保。各支援サービスの実態を

踏まえた対応策の検討を行うこと。 

（３） 圏域毎の支援サービスの充実として、自立支援協議会等を活用した支援サービスの開発を行う

こと。 

（４） 本人、家族の思いとして、セルフサポートの重要性 

４．重心児が抱える課題 

① 在宅での医療的ケア体制 ：訪問看護と訪問介護の連携、身近な医師の確保。 

② 移動や外出のコストダウン：外出準備、移動支援対応事業所不足、車の確保。 

③ レスパイトケア     ：親が付かなくても利用できる、身近な場所で対応。 

④ 教育現場での医療ケア対応：看護体制や教員による医療ケア、ヘルパーの導入。 

⑤ 災害時の対応      ：停電への備え、福祉避難所の確保、近隣の協力。 

⑥ 将来のケア体制     ：ケアホームや療養型施設の体制。 

⑦ 相談支援のレベルアップ ：タイムリーな情報、適切な回答。 

まとめ 

講師より南部圏域医療的ケア支援者ネットワーク（案）が図で示され、重症の心身

障害児（者）が退院する場合、MSW は在宅での資源や情報を把握し在宅での相談機

関へ繋げる事、連携の重要性を改めて感じました。 
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新入会員紹介 

 皆さん初めまして。H24 年４月～仲宗根 MSW の産休代替として、那覇市立病院の

小児科病棟（３東）と産婦人科病棟（３西）を担当することになりました。 

金城笑美子と申します。H23 年に社会福祉士を取得したので相談業務従事は２年目です。那覇市立病

院に来る前の１年間は、沖縄県女性相談所で女性相談員として DV 被害者支援を主とした相談業務に就

いておりました。 

医療機関で働くのは今回初めてです。相談室の先輩方はもちろん・・・多職種の方々に教わりながら

の日々です。はりきって勉強会など参加していきたいと思いますので、皆様ご指導の程よろしくお願い

します。 

 
 
 

平成２４年５月運営委員会議事録 
 

参加者：樋口・宮良（司会）・又吉・當銘・島袋・安慶名・伊禮・新城・比嘉・石郷岡（書記） 
 
＊学習委員会 
・６月の研修会 参加申込数 ２５名  ※５／２９現在  目標人数３０名 
・７月研修会 日本ホスピタルクラウン会長 大棟氏  
７／８（日）場所は琉大の講義棟をあたる。調整は樋口会長。 

・８月研修会は小原眞知子先生 調整は事務局 
 

＊広報委員会 
・６月号 担当：新城（小禄病院）、締め切り：５／２９（火） 
・ 
 

＊企画委員会 
・県民健康フェアについては今後、企画を中心に活動していく 
・６／１５研修後、うちあげ 
 

＊事務局 
・ ６／１登記 ６／１６設立総会、記念講演会 講師６／１４に沖縄着。同夜懇親会予定 
・ がん心のケア研究会の事例提出者決定。（おもと会 訪問入浴） 
・ 会員動向 退会６名、入会１名 
・ 日本協会 研修担当者会議都道府県担当者会議報告：認定制度について 

＊ 日本協会と認定機構の認定条件が大きく異なることが議論された。 
＊ 整合性をもたせるのが今後の課題。 
＊ 都道府県協会は研修参加者の名簿管理を徹底するように。 

・ 小原眞知子先生帰省（８月）の折、研修を企画 テーマは未定 
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・ パーソナル・サポート・フォーラム in 沖縄 からの後援依頼→承諾 
・ 九州ＭＳＷ研究会 当協会からも発表者を出そう。 
・ 診療報酬改定関連講演会（熊本県） 

テーマ：診療報酬制度と医療ソーシャルワーカ 講師：山田章平氏 
 
＊その他 
・ハンセン氏病体験者の現状について：ハート相談センター（渋谷区）の相談員／大井さん、愛楽園退

所者を交えて聞き取りした。 
 勉強会や体験談を聞く機会を企画。今後企画委員会（社会活動部）を中心にハンセン氏病の委員会を

たちあげてはどうか。 
 
次回理事会：６月２６日（火）１８：３０～  司会：樋口 書記：秦 連絡係：安慶名 
 
 

学習委員よりお知らせ 

６月定例会 他 

１、沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 研修会 

日時：平成２４年6月15日（金）１４：００～１７：００ 

場所：沖縄国際大学 厚生会館 ４階 ホール 

テーマ：「エンパワメントを体感する –Experiential Learning Approach-」 

講師：川村 隆彦 氏（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科准教授） 

対象：沖縄県医療ソーシャルワーカー協会会員 

参加費：１，０００円（当日持参して下さい。） 

参加申込締め切り：平成２４年５月３１日（木）で終了しています。 

留意事項：体感できる活動をします。女性の参加者はスカートではなく、軽装で参加し

て下さい。また、身体を動かすことに支障がある方は、事務局へご相談下さ

い。 

☆研修会終了後に、会員の交流を目的に親睦会を予定しています。詳細は当日、ご案内

します。ぜひ、ご参加下さい。 

 

２、沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 一般社団法人設立総会・記念講演会 

日時：平成２４年６月１６日（土）９：３０～１０：３０ 設立総会 

               １１：００～１２：３０ 記念講演会 

場所：大浜第一病院 天久の杜 ２階 ふれあいホール 

テーマ「一人が大切である－ソーシャルワーカーとして人権と社会正義を理解する」 

講師：川村 隆彦 氏（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科准教授） 

対象：沖縄県医療ソーシャルワーカー協会会員 
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沖縄県ソーシャルワーカー協議会会員 

医療・介護・福祉関係者 

参加費：無料 

参加申込：なし （別紙の総会出席通知書をＦＡＸして下さい） 

 

３、沖縄がん心のケア研究会 

日時：平成２４年６月１６日（土） １４：００～１７：００ 

場所：大浜第一病院 天久の杜 ２階 ふれあいホール 

内容：①１４：００～１５：００ 

   レクチャー「喪失と悲嘆の道 －失うもの、そして見出すもの」 

   講師：川村 隆彦 氏（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科准教授） 

   ②１５：００～１７：００ 

   事例検討 

対象：医療・介護・福祉関係者  

 

 
 

福祉の窓 

 

 



 7

「はいさいワーク」        NO．５３（平成２４年６月１日） 

                         沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 
     
 協会に集まっている求職者の紹介や採用予定等の情報をお知らせします。 

詳細やコンタクトをとりたい方は、那覇市立病院：樋口までご連絡ください。 
 
＊求人： 
●那覇市立病院： 

■医療ソーシャルワーカー（社会福祉士） 非常勤１名 

雇用期間：平成 2４年８月２０日～平成２５年３月３１日 

問い合わせ先：那覇市立病院 総合相談センター 樋口 美智子 

            ０９８－８８４－５１１１ 

 

 
 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｍｓｗ－ｏａｓｗｈｓ.ｊｐ／ 

 

 

編集後記 

 いよいよ一般社団法人としてスタートします。さらに社会的責任と活躍が期待されていく

ことと思います。今後もニュースを通して、情報発信していきますので協力よろしくお願い

します。原稿を引く受けて頂きありがとうございました。 



 1

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
一般社団法人となって・・・・・・・・・・・・・1 

第 60 回全国大会、 

第 32 回日本医療社会事業学会報告・・・・・・２

6 月定例会・研修会報告・・・・・・・・・・・・３ 

新入会員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

運営委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

福祉の窓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

 

一般社団法人となって 

                        会長 樋口 美智子（那覇市立病院） 

 
当協会は、平成２４年５月３１日をもって任意団体である「沖縄県医療ソーシャルワーカー協会」を

解散し、６月１日付けで一般社団法人沖縄県医療ソーシャルワーカー協会へと移行しました。それに伴

い、任意団体である沖縄県医療ソーシャルワーカー協会の所有するすべての財産、債権債務を一般社団

法人沖縄県医療ソーシャルワーカー協会へ無償譲渡、さらに全会員の移行を行いました。 

当協会の歴史を振り返ってみますと、県内でＭＳＷが配置され始めたのは１９８０年代中頃で、１９ 

８５（昭和６０）年には、４、５人のＭＳＷで有志の会を発足し、月１回の勉強会を開催していました。

１９８８年当時、既に５０人以上の会員を擁し活動していた沖縄県精神医学ソーシャルワーカー協会会

長（安里 千代子氏）の呼びかけで９人（７病院２施設）が集まり、１９８８（昭和６３）年１０月７

日会を発足しました。１９９３（平成５）年８月には、沖縄県医療ソーシャルワーカー協会に名称変更

し規約制定を行いました。 

２０１２（平成２４年）度は、会創立から２４周年、名称変更から１９周年にあたることから、本年 

度は当会の基盤整備の年と位置づけ、一般社団法人化に取り組みました。 

当協会の目的は、保健医療分野における社会福祉の充実及び向上を図り、医療ソーシャルワーカーの

専門的知識及び技術の向上に努め、もって保健医療及び社会福祉の増進に寄与することです。 

一般社団法人化は、当会の活動継続とさらなる充実・強化を図るために、また、広く県民から医療ソ

ーシャルワーカーの職能団体として社会的責任を

担える組織であるとの認知を得るために必要な組

織体制です。  

 今後も、会員の資質向上のために、保健医療分

野で特化される力量の獲得や、他機関・他職種と

の連携が図れ、管理能力を有するための研修等の

開催や、社会的貢献を担う社会活動を、医療職能

団体や社会福祉専門職団体等と協働して取り組み

ます。また、活動の基盤となる事務局体制の充実・

強化は、喫緊の重要な課題です。            

 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 

  MSW ニュース ７月号 
                 2012 年７月１日発行    

                          

     
  事務局：大浜第一病院 
  〒902-8571 那覇市天久 1000 番地 

   TEL  （098）866‐5171  
   FAX  （098）864‐1874 
  E-mail t-matayosi＠ns.omotokai.jp 

  編 集： 平安 周子（中頭病院）   
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私達が、これまで以上に、患者さんやご家族から必要とされる相談支援者になれるように、また多く

の専門職や地域の方々から信頼され協働できる職種になれるように、会員一人一人の積極的な協会活動

への参画をよろしくお願いします。                    

 

 

 

第 60 回 公益社団法人日本医療社会福祉協会全国大会 

第 32 回 日本医療社会事業学会参加報告 

   すながわ内科クリニック 仲島 久美子 

 

2012 年 5 月 24 日（木）～26 日（土）の日程で、第 60 回日本医療社会福祉協会全国大会・第

32 回日本医療社会事業学会に参加して来ましたので報告致します。開催地は、群馬県のベイシア文化

ホール。今回の大会テーマは、「共生社会をめざして～求められるソーシャルワークとは～」となって

おり、昨年の東日本大震災を体験した私達が、ソーシャルワーカーとして生きること、共に生きるとは

どういうことかを検討することをテーマにしたポスター掲示、記念講演、災害シンポジウムなども開催

されていました。 

その中で特に印象強かったヘネシー澄子先生の記念講演「災害時におけるソーシャルワーカーの役割

～トラウマの新知識と新治療」の中から参考になった箇所を紹介したいと思います。先生は、昨年の東

日本大震災をテーマに、トラウマの定義や種類、こころ＝「脳の機能」であるということを医学的視点

からも講演して下さり、とても興味深い内容でした。その中でも、こころの弾力性（レジリアンシー）

安定した愛着関係を乳幼児期に体験した人たちは、トラウマ的出来事に遭遇しても、心的外傷後ストレ

ス障害になりにくい。つまり、こころの弾力性があるということ。病院では、単回性トラウマを受けた

人の命を救う事と、肉体のケアが焦点であり、MSW の役割の一つは、クライエントの心的トラウマ処

理を的確に援助して、心身の健康の回復を図り、こころの弾力性を強化することではないか？という講

演は、特に印象的でした。強い不安を感じたとしても、「自分の居場所がある」という安心感がトラウ

マ治療には大切になるようです。また、トラウマ治療は近年進化をしており、トラウマ治療の一人者、

ベッセル・ヴァンコーク氏によると、「薬ではトラウマを治療する事が出来ない」出来事を正確に物語

ることは治療に必要ではなく、「薬物療法のみでの治療はもう古い」というように、おっしゃっていた

ようです。もちろん薬物治療でトラウマのフラッシュバック等の症状を抑制する効果もあると思います

が、大切なことは、 被災者の語りに耳を傾けながら、現在どのような肉体感覚や感情があるかに焦点

を当てること（体のどこに緊張を持っているのかに注目し、緊張状態をときほぐすのが目的。）であり、

それが、私達医療ソーシャルワーカーにも出来る「こころの弾力性」を強化する役割につながっている

と感じました。 

また、講演の最後に上がった「これからのソーシャルワーカーの課題」として、まず支援のためのス

キルアップの必要性。具体的には、医療ソーシャルワーカーとして脳生理学を学ぶ必要性。これは、先

生が講演の初めの方に話されていた脳生理学な内容を、私達医療ソーシャルワーカーも知る必要がある

ということ。そのために出来れば修士課程をもうけ、臨床士としての資格をもうけることが必要だと話

されていました。これらの講演を聴いて、MSW が活躍していくためには、様々な課題・トレーニング・
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医療についての知識が求められるのだと改めて感じ、身の引き締まる思いでした。 

そして、大会３日目の「第１分科会 ソーシャルワーク実践」で発表を行ってきました。会場には、

会長の樋口さんと、大浜第一病院の當銘さんも聞きにきて下さり、初めての発表で緊張する中、とても

嬉しかったです。第 1 分科会は、「ソーシャルワーク実践」という事もあり、日頃の業務の問題や悩み

にも共通する点が多くあり、質疑応答も活発に行われていました。中でも、「住居不定」「生活保護」「介

護」などに関する MSW との関わりは、どこの施設でも共通する点がありました。 

また、座長の村上先生がおっしゃっていた“事例の持つ力”つまり、「個々の事例を追求していくこ

とが他の SW 実践にも繋がる。また、業務の煩雑さを簡素化するために、ツールを利用する事ももちろ

ん必要であるが、個々の事例を、あまりにも一般化してしまう事には、気をつけた方がいい。」という

言葉は、患者との“面談”や“何気ない会話”から、患者と向き合うという、MSW の原点を改めて感

じるお言葉となりました。 

今回は、自身の事例を発表するというよりも、他の世界を見に行くという気持ちで参加させて頂いた

学会でしたが、予想以上の刺激を受ける事が出来ました。また、2 日目の学会終了後は、群馬県医療ソ

ーシャルワーカー協会主催の交流会に参加して来ました。「群馬交響楽団」の演奏、主催者余興の影絵

などもあり、楽しく交流する事が出来ました。積極性と意欲的な姿勢に刺激を受けさせて頂きました。

これからもこのような場に参加していくことで、自分自身の成長につなげていきたいと感じました。      

             研修会報告          

「エンパワメントを体感する –Experiential Learning Approach-」 

満名 祐子（与那原中央病院） 

 

平成 24 年 6 月 15 日（金）沖縄国際大学にて、“エンパワメントを体験する Experiential Learning 

Approach”（講師：川村 隆彦氏）の研修会へ参加しました。研修会のお知らせの留意事項に「女性

の参加者はスカートではなく、軽装で参加してください・・・」とあったので、私は張り切って運動着

での参加（笑）身体を動かしてエンパワメントを体験する研修って一体何をさせられるんだろう・・・

期待と不安の中、研修が始まりました。 

研修の内容はタイトル通り身体を使って行うもので、川村先生から与えられたいくつかのミッション

（◇12名前後のグループに分かれ、椅子の上から仰向けに落ちる人（1名）、それを受け止める人（数

名）、その椅子を支える人（数名）、それらの役割を順番に体験する。◇12名前後のグループに分か

れ、全員で目隠しをしたまま、床に置かれた綱を探し当て、その綱を床に四角形の輪に整形するetc…）

をグループでクリアーしていくというものでした。その過程で、仲間と協同する重要性、責任感、相互

理解と共感、信頼感、自己効力感、達成感等など様々なことを感じ、一人ではクリアー困難なミッショ

ンをグループで協同することにより、お互いがそれぞれ持っている個性や能力を発揮し、それが一つの

大きな力になるということを実際に体感することが出来ました。 

今回の研修に参加して、患者さんやその家族、多職種とコミュニケーションをとることは信頼感を高

めるだけでなく、支援目標を互いに共有し、目標達成に向けてより良い連携・協働につながるというこ

とを改めて感じることが出来ました。今後、日々の業務の中でも、それぞれの専門性を活かした多様な

視点で、患者さんや家族への総合的な支援が行えるよう取り組んで行きたいと思いました。 
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沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 一般社団法人設立総会・記念講演会 議事録 

伊禮 智則（那覇市立病院） 

 

日 時：平成２４年６月１６日（土） ９：３０～１０：３０ 設立総会 

                 １１：００～１２：３０ 記念講演会 

場 所：大浜第一病院 天久の杜 ２階 ふれあいホール        参加者２７名 

 

１．設立総会 

 昨年度から、ワーキンググループが中心となり取り組んだ一般社団法人化は、社会福祉士会の比嘉氏

の協力を得ながら６月１日に無事手続きが完了し、沖縄県医療ソーシャルワーカー協会は一般社団法人

となりました。設立総会冒頭では、樋口会長より、昭和６３年に１０名で発足された沖縄県医療ソーシ

ャルワーカー協会が現在１２０名の会員となり、各病院でソーシャルワーカーが個別に果たす役割も増

え、また、地域、社会にはたす役割も増える中、一般社団法人化は必要なことであったとのコメントが

ありました。 

 設立総会は、参加者２７名、委任者３７名の計６４名で成立され、第１号議案から第４号議案まで参

加者承認により可決されました。第４号議案の役員案では、樋口会長が代表理事、又吉副会長、大城副

会長が業務執行理事、宮良氏が理事となり協会を運営していくことで承認されました。今年度の理事会

は、前年度の運営委員を理事運営委員として持ち越し開催してくこととなり、次年度から理事を選任し

て理事会を開催していくことで承認されました。また、委員会も、学習部、広報部、社会活動部として

名称が変更され、より社会的な活動が求められています。 

２．記念講演会 

テーマ：『一人が大切である～ソーシャルワーカーとして人権と社会正義を理解する』 

講 師：川村 隆彦氏（神奈川県立保健福祉大学准教授） 

川村氏は、人権と社会正義を考える上で、一人が大切にされる社会を創ることが大切であり、人をリ

ング、社会を鎖に喩えて説明していました。リングは弱いところから切れるものであり、鎖の強さはそ

れで決まる。最も弱い個人や家族の力以上に社会は強くなれないと話し、一人が大切ということを確信

することが大切だと話していました。人は私という一人に愛と関心を最も向けてくれた人をヒーロー、

ヒロインとして記憶に残すものであり、一人に関心を向けることの大切さを何度も話していました。支

援とは「一人」を追いかけ、その人に大切なものを手渡すことであると、ソーシャルワーカーの原点と

も言うべき視点に気づかされる講義でした。講義は実際の事例を通しわかりやすく進められ、事例の内

容や川村氏の語りはまるで映画を観ているようで、あっという間に時間が過ぎていきました。またネク

タイ、レモン、エネオス、１９９１などのキーワードは記憶に残り、それを思い出すたびに講演会のこ

とや事例の内容を思い出すきっかけにもなりそうです。 

                          

        新入会員紹介 

みなさん、初めまして。那覇市立病院医療相談室の下地舞です。 

４月より勤務し早くも２ヶ月が過ぎようとしていますが、慣れない業務の中、緊張と不安を抱えながら

毎日を過ごしております。 
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今年の３月まで精神科病院デイケアの PSW をしていたので、医療機関は初めてではないのですが、こ

れまでゆったりとした雰囲気の中業務を行っていた為、急性期病院のスピードの速さにとまどうことも

あり、時にはついていけないこともありますが、周りの先輩方にサポートしていただき日々業務に励ん

でいます。まだまだ知識・経験不足でたくさん迷惑をお掛けするかと思いますが、皆様ご指導の程よろ

しくお願い致します。                           

                

 

平成２４年６月運営委員会報告平成２４年６月運営委員会議事録 
 

参加者：大城・宮良（司会）・又吉・當銘・安慶名（書記）・新城・比嘉・石郷岡 
 
＊研修部 
・パッチ・アダムス来沖プレ・イベント 大棟耕介氏講演会 
「笑いは足りていますか？～ホスピタルクラウンｋからの贈り物～」 

7 月 7 日（土）14：00～15：30 琉球大学医学部臨床講義棟 2 階大講義棟 
＊ 7 月定例会を、本講演会に振り替えます。 
＊ 当日駐車場係 4 名、受付 4 名、会場音響係２名、を研修部と社会活動部で割り振り。会場誘導張り

紙、受付名簿、筆記用具、お茶うけの準備を事前に行う。 
＊ 講師接待係は宮良さん、大城さん担当。当日進行プログラム作成・横断幕作成は石郷岡さん、当日

あいさつは又吉さんが担当。 
＊ ほか、当日必要な物品・機材を確認する。 
 
・「リエゾン精神医学について」 

平成 24 年 10 月 5 日（金）17 時半～21 時 那覇市立病院 3 階講堂 
 
・ｓｗ4 団体による「社会福祉セミナー」 
 平成 25 年 2 月 23 日（土）開催予定。ｍｓｗ協会からは、実行委員として 
 若松苑 島袋恵理子さん、中頭病院 新垣美鈴さんを研修部より推薦。 
 
＊広報部 
・今月号は、中頭病院の平安さんが担当。誰が広報部にはいるか、名簿を確認して、今年度の原稿割り

振りたい。 
 
＊社会活動部 
・健康県民フェア役割担当表にそって進行予定。 
・秦さん、志良堂さん、嘉手納さん中心に、7 月 6 日までに各担当者と連絡を取り、ステージ・イベン

トごとの役割の確認をする。 
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＊事務局 
・会員届けがまだ集まっておらず、名簿作成が困難。12０名うち、34 名ぶんしかない。提出を呼びか

ける。 
 
・第２８回沖縄がん心のケア研究会 
 日時：平成 24 年 7 月 14 日（土）１４：００～１７：００ 
 場所：那覇市立病院 ３階講堂 
 
・事務局及び運営委員に対する交通費の支給について 
 沖縄県精神保健福祉士や、沖縄県介護支援専門員協会、他県の msw 協会の定款を参考に、当協会で

も手当支給を検討している。 
 
・7 月 16 日（月）海の日は、ソーシャルワーカデー 
 毎年 7 月の第三月曜日、海の日はソーシャルワーカデーです。 
 
・7 月 7 日（土）の講演会の会場使用料は、2 万円を用意しました。 
 
次回理事会：７月２７日（火）１８：３０～  司会：又吉 書記：比嘉 連絡係：伊礼 

 

福祉の窓 

（平成２４年 6 月 2 日 琉球新報掲載/児童虐待への対応） 
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学習委員よりお知らせ 

7月定例会 

日時：平成24年7月7日（土）14：00～15：30 （13：30受付開始） 

場所：琉球大学医学部 臨床講義棟 2階 大講義室 

テーマ：「笑いは足りていますか？ ホスピタルクラウンKからの贈り物」 

講師：大棟 耕介（おおむね こうすけ）氏 

有限会社プレジャー企画 代表取締役            

NPO法人 日本ホスピタル・クラウン協会 理事長      

愛知教育大学 非常勤講師 

主催：一般社団法人沖縄県医療ソーシャルワーカー協会  

共催：パッチ・アダムス沖縄招聘実行委員会  

NPO 法人ゆいめど  

後援：全国筋無力症友の会・沖縄県支部  

学校法人智晴学園琉球リハビリテーション学院  

Dr．久高のマンマ家クリニック  

 

＊参加申し込み不要、参加費無料  

＊外来駐車場を利用した方は、会場受付でお申し出ください。 

 

 

沖縄復帰４０周年の今年、２０１２（平成２４）年１０月に、ハリウッド映画「パッチ・アダ 

ムス」の実在モデル、ハンター・パッチ・アダムス医師が来沖します。そのプレ・イベントとして、

ＮＰＯ法人 日本ホスピタル・クラウン協会理事長の大棟耕介氏をお招きし、講演会を開催します。

http://www.hospital-clown.jp/  

フジテレビでドラマ化もされた大棟耕介氏は、「笑いとエンターティメント」を通して、ホス 

ピタル・クラウン普及事業を推進されています。  

医療関係者として、また一人の私として、「笑いと癒し」「人との触れ合い」によるコミュニケ 

ーションを体験し、心のスイッチを入れてみませんか？  

当日は、脳機能画像による痛みの研究をされている大城宜哲（おおしろよしてつ）氏（姫路石 

川脳研所長、ＮＰＯ法人ゆいめど代表）も来場します。  

一年に一度の七夕の日が、新しい出会いとソーシャルネットワークを広げる機会になれば幸い 

です。皆様のご参加をお待ちしています。 

ケアに笑いを！ 心に癒しを！ 

お問い合わせ先：琉球大学医学部附属病院 医療福祉支援センター  

石郷岡美穂：０９８－８９５－３３３１  

沖縄メディカル病院 医療福祉相談室  

比嘉亜希子：０９８－９４７－３５５５  
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沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｍｓｗ－ｏａｓｗｈｓ.ｊｐ／ 

 
 
編集後記 

 梅雨もあけ、いよいよ真夏の暑さとなってきました。夏バテのし

やすい時期だと思いますが、皆さま如何お過ごしでしょうか。体調

には気を付けて乗り切っていきましょう！ 

 お忙しい中原稿を快く引き受けて頂いた皆さま、どうもありがと

うございました。 

 

※今月は「はいさいワーク」の掲載はありません。 
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第 2 回県民健康フェア 2012 へ参加して 
北中城若松病院 池間ゆかの 

 8 月定例会の振り替えとして、19 日に沖縄コンベンションセンターで開催された第 2 回県民健康フェ

アへ参加しました。会場は、お隣で明治ファミリー劇場も開催されていた事もあって小さな子連れ家族

から高齢の方々までたくさんの来場者であふれていました。私たち医療ソーシャルワーカー協会は、医

療福祉相談コーナーの設置と、高額療養費などの各種制度と緩和ケア等ついての展示を行いました。今

回、私は医療福祉相談コーナーを担当しましたが、依頼を受けた時は定例会へもあまり参加した事のな

い私が果たして務まるのか不安でしたが、1 時間交代制だった事と会場内には先輩 MSW の方々がいた

事もあり安心して窓口に座る事が出来ました。結局、私が担当した 1 時間での来談者はいませんでした

が、癌の冊子や掲示物を眺めて行く来場者や、緩和ケアのストラップを嬉しそうに貰う子どもを見て、

医療福祉に少しでも関心をもつ方々がいる事、ストラップという景品を通して緩和ケアに触れるきっか

けを与えられる事を実感しました。 
 今回、実は私も家族を連れて参加しましたが、私が医療福祉相談コーナーで対応している間に私の子

どもは屋外に設置されたドクターヘリ展示をながめたり、歯科衛生士会のブースで歯磨き粉作り体験と

咬合力測定（噛む力を図るテスト）をしてお土産にオモチャまでもらいとても楽しんだ様子でした。私

自身も役割を終えた後に、咬合力測定と臨床検査技師会が提供する無料血糖測定、精神保健福祉士協会

が提供する幻覚のバーチャル体験を行いましたが、咬合力測定では 5 歳の長女よりも噛む力が弱い事が

判明し…（涙）、血糖測定では正常値だった事にホッと一安心。精神保健福祉士協会ブースで行われた

幻覚のバーチャル体験では、イヤホンから聞こえてくる幻聴の声がとてもリアルで、約 5 分間という短

い時間でしたが当事者の陽性症状出現時期に経験する苦しさをほんの少し共感できたような気がしま

した。 
 他には、薬剤師会ブースでの健康 
チェック（血圧測定等）コーナーや、 
放射線技師会の骨密度測定コーナー 
が人気で大勢の方が列に並んでいました。 
 どれも普段はなかなか体験できない 
内容ばかりで、いつもの定例会とはまた 
違う形で、楽しく自分自身の健康と 
向きあうことができました。 

 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 

  MSW ニュース 9 月号 
                 2012 年 9 月 1 日発行    

     
  事務局：大浜第一病院 
  〒902-8571 那覇市天久 1000 番地 

   TEL  （098）866‐5171  
   FAX  （098）864‐1874 
  E-mail t-matayosi＠ns.omotokai.jp 

  編 集： 仲地 貴弘（豊見城中央病院） 
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県民健康フェアー報告 

 
中頭病院 秦 克之 

 
 8/19（日）コンベンションセンターで県民健康フェアーが開催されました。 
 私たち MSW 協会も、ＰＳＷ協会と共同で参加させていただきましたが、実際の準備はほどほどに（適

当ともいう）、当日は勢いで…初めて参加しましたが色々な催しやハプニングが盛りだくさん。ヘリウ

ムガスが準備できないわ、ブースが狭くなっているわ、本格的な面談希望者が発生したり、それは、そ

れは色々ありました。（ほぼ私の準備不足ですが） 
 その一つ一つをほぼ即席で快く対応してくれた各病院のＳＷさんを見ながら「さすが現場で鍛えられ

ている人たちだなぁ～」と一人で感動していました。 
 参加してくださったＭＳＷ様本当にありがとうございました。次回もお手伝いよろしくお願いします。 
 後にあらゆるアクシデントを平常心で見守ってくれた樋口会長すみませんでした。 
 
 
 

研 修 報 告 ：「診療報酬制度と医療ソーシャルワーカー」 

                        

那覇市立病院 医療支援部 

                      総合相談センター 樋口 美智子 

 

平成２４年 ６月２９日（金）、熊本機能病院で、山田章平氏講演会「診療報酬制度と医療ソー

シャルワーカー～データ（エビデンス）の作り方の基礎とＭＳＷに期待すること～」（主催：日本

医療社会福祉協会・九州医療ソーシャルワーカー協議会）が開催された。                                

平成２４年度診療報酬改定による、特に社会福祉士に関係する改定の経緯を知り、今後の 

データ作成について示唆を得る目的で研修に参加した。                 山田

章平氏は、前厚生労働省保険局医療課長補佐として、平成２４年度医療・介護診療報 

酬同時改定を担当した方である。 

 山田氏は、「診療報酬として取り上げられる内容は、患者にとって良いことがあるというエ 

ビデンスがあること」それには、「患者に直接メリットのあるデータが必要である」と述べ、今回

の改定がどのようなデータから作成されたかを説明した。 

まず始めに、「診療報酬改定の視点」の一つとして、「患者等から見て分かりやすく納得でき、安

心・安全で生活の質にも配慮した医療を実現する視点」をあげ、その具体策の一つが「退院支援の

充実等の患者に対する相談支援体制の充実に対する適切な評価等」であり、「退院調整加算」の見

直しが行われたと述べた。今後は、その見直しがどのように退院支援活動の効果として現れたか、
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以下のような点をデータとして整理し、評価する必要があることを示唆した。 

１．救急外来や再入院が減った。 

２．自宅退院が増えた。 

３．退院・転院に関する患者の苦情やトラブルが減った。 

４．平均在院日数が減った。 

また、「患者サポート体制充実加算」については、「患者の視点に配慮した医療の実現」を目的と

したもので、「答申書附帯意見」でも、今後その評価の効果について検討を行うとしていることか

ら、効果を評価する方法・内容を整理する必要がある。 

後に山田氏は、今後期待される職種として、「訪問看護師」と「医療ソーシャルワーカー」を

あげ、特に医療ソーシャルワーカーには、チーム医療・地域医療連携をコーディネイトする役割を

担って欲しいと締め括った。 

「退院支援計画書」作成については、各病院でも看護部と協働し支援システムの構築・定着を目指し

ているが、スタッフから「何故、書類を作成する必要があるのか？」「手間暇がかかり業務が増えた」

等の意見も多い。 

退院支援や患者サポートが、「患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配慮

した医療を提供すること」の一つであること、各病院でも共通する理念に基づく取り組みであることを

改めて周知・共有していきたい。 
 
 
 

新 入 会 員 紹 介 

 
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  

新里 貴子 

 

 みなさま、はじめまして。 
 
 南部医療センター・こども医療センターで医療相談員として勤務しております、

新里貴子と申します。 
 現在、主に成人の内科病棟を担当しており、日々悩みながら業務に励んでいま

す。今後は勉強会や研修会等への参加を通して、知識を積み重ね、日々の相談援

助業務を見つめ直しつつ、ステップアップしていきたいと思います。 
 どうぞよろしくお願いします。 
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平成 24 年 8 月運営委員会議事録 
 

平成２４年 8 月運営委員会議事録 
平成２４年 ８月２８日（火）１８：３０～那覇市立病院 
参加者：當銘（司会）・又吉・新城・安慶名（書記）・比嘉・島袋・伊禮・石郷岡 
 
＊研修部： 
・９月定例会： 
日時：９月２６日（水）１４時～１７時 
場所・おもととよみの杜 ２階研修室 
内容：①ＡＬＳ患者の支援について  ②九州ＭＳＷ研修会福岡大会発表の予演会 
 
・１０月定例会： 
日時・１０月５日（金）１７：３０～１９：００ 
     場所・那覇市立病院 
    内容：リエゾン精神医学について 
 
その他：パッチ・アダムス講演会 
   日時：１０月８日（月） 
     ワークショップ（産業支援センター・１０時から１５時）前売り９０００円 
講演会（琉球新報ホール・１７時から１９時半）前売り３０００円 
 
行動形成法＞＞＞通常の参加費よりかなり安く、充実した内容です！ぜひ参加を！ 
        宿泊しての研修に意義あり！とのこと、乞うご期待！ 
        日時：１０月６日（土）１８：００～７日（日）宿泊研修  
        場所：カルチャーリゾート・フェストーネ 
        費用：￥２４０００（研修費、宿泊費、１泊３食） 
 
・めだかの学校の再開についてリーダー４名と前年度担当と集まり、今後の事業計画を作

成。２ヶ月に１回の集まりで勉強会を持ち、１月は交流会を持つ予定。 
 
・今後の協会会員の募り方として、「会費の負担が個人的に大きい」「平日の定例会の参加

が困難」などで協会加入を躊躇しているなら、非会員も研修参加できるように研修会など

では資料代や飲み物代の徴収で参加できるようにしてはどうか。ほか、職能団体に所属し

ていることのメリットを説明していく必要性がある。 
 
＊社会活動部： 
・県民健康フェアーについて報告 
 去った８月１９日にコンベンションセンターで開催。 
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 県ＭＳＷ協会からは、係員２５名で対応。ＰＳＷ協会の幻聴体験機器のおかげで、大盛

況。 
多くの方に体験してもらいました。 
 
＊広報部： 
9 月号豊見城中央病院の仲地さん 
発送文書は現状の月第 1 週目でいいのか、定例会で確認する 
 
＊事務局： 
一般社団法人移行のご挨拶を１００部印刷中。各関係機関に発送予定。 
九州医療ソーシャルワーカー研修会福岡大会について 
県内より４名演題発表予定。 
（大浜第一の松田さん、那覇市立病院の長嶺さん、琉大病院の大久保さん、ハートライフ

病院の望月さん。） 
難病患者会アンビシャスより、重度ＡＬＳ患者の入院におけるコミュニケーションにかか

る支援について、行政各機関や、ＭＳＷ協会にも協力を求める会議を持ちたいと要望があ

る。９月の定例会でお呼びして概要を話してもらう予定。 
会員動向：入会２名同仁病院と南部医療センターよりあり。退会２名同仁病院。 
 
・初任者研修の名称・方法が、各県で異なる。福岡は６回シリーズで初任者は原則研修参

加義務付けされている。東京は一年かけてプリセプターがタイアップでフォローできる体

制が組まれている。研修内容もポイント申請できるよう、シラバスが示されている。県Ｍ

ＳＷ協会でも内容・方法を検討していく。 
 
・協会のロゴマークを応募。ホームページに掲載予定。 
 
次回理事会：９月２５日（火）１８：３０～  司会：當銘 書記：島袋 連絡係：新城 
 
 

 

学習委員会よりお知らせ 
◇9 月定例会◇                                 
 

日時：平成 24 年 9 月 26 日（水）14：00～17：00  
場所：おもととよみの杜 2 階 ふれあいセンター 
豊見城市渡嘉敷 150 番地 
内容： ① 沖縄県難病相談・支援センターアンビシャスの現状とつぶやき 
      沖縄県難病相談・支援センター認定 NPO 法人 アンビシャス  
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副理事長 照喜名 通 氏 
 
特定疾患公費負担制度からALS患者の入院におけるコミュニケーションに係る支援など、

MSW 業務の中で必要な知識を学びます。また、患者会の立ち上げなど、沖縄県難病相

談・支援センターアンビシャスの役割について座談会形式でお話していただきます。 
 
② 第 49 回九州医療ソーシャルワーカー研修会 ふくおか大会研究発表與演会 
 

 

◇めだかの学校◇ ～3 年未満の新人 MSW を中心に自主勉強会を行います～          

 
日時：平成 24 年 9 月 21 日（金）19：00～20：30 
場所：ハートライフ病院 ２階講堂 
   中頭郡中城村字伊集 208 番地 
内容：テーマ：医療・保健・福祉施設の特徴と連携について 
講師 望月 祥子 氏 （ハートライフ病院） 
対象者：おおむね経験 3 年未満の医療ソーシャルワーカー 
    沖縄県医療ソーシャルワーカー協会会員以外の方も参加可です。 
参加料：沖縄県 MSW 協会会員 無料   沖縄県 MSW 協会非会員 200 円（資料代） 

 
 

＊今月は「はいさいワーク」の掲載はありません。 
 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｍｓｗ－ｏａｓｗｈｓ.ｊｐ／ 

 
 
 

 
編集後記 
 
  ☆ なでしこ JAPAN ☆ 
 まだ記憶に新しい、ロンドンオリンピック！“なでしこ JAPAN 銀メダル”に日本中が

盛り上がりました。 
 前回のワールドカップ同様に日本時間、早朝の試合で、残念ながらビールは飲めません

でしたが･･･“なでしこ JAPAN 銀メダル”に乾杯！ 
今回、原稿を快く引き受けていただきました皆様、本当にありがとうございました。 
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  第４９回 九州医療ソーシャルワーカー研修会ふくおか大会に参加して 

 

                       琉球大学医学部附属病院 大久保礼子 

 

11 月 17 日・18 日に福岡市で開催された、第 49 回九州ＭＳＷ研修会ふくおか大会に参加

してきました。沖縄からの参加者は、望月さん、桑江さん（ハートライフ病院）、長嶺さん

（那覇市立病院）、松田さん、平安さん、當銘さん、又吉さん（大浜第一病院）、古見さん

（大浜第二病院）、大久保（琉大病院）の９名でした。 

 基調講演では、社会福祉法人恩賜財団済生会理事長の炭谷茂先生による講演で、「ニーズ

をしっかりキャッチすること」「人権を基本に据えること」「現場感覚」「科学的分析（理論

化）」といったキーワードのもと、近年の傾向としては１人のクライエントに多問題が絡む

ことが増えていることを指摘し、病院に寄せられる貧困・就労・孤立といった問題にＭＳ

Ｗはどのように働きかけるのか、「仕事の問題であればハローワークに行ってね」というよ

うなことで良いのだろうか、ニーズがある以上しっかり働きかける必要があるのではない

か etc・・といった提言がありました。あらためて、”ソーシャル”ワーカーであること

を意識させられ、炭谷先生の実践に胸の熱くなるご講演でした。 

シンポジウムでは、社会企業家支援の立場からソーシャルビジネスを、療養病院ＭＳＷ

の立場から退院支援が発展しＮＰＯ設立に至った経緯を、ベテランＭＳＷの立場から生活

保護行政とのやりとりから市民運動へと至った経験を報告されていました。地域をフィー

ルドとした実践報告で、それぞれがまさに（医療）ソーシャルワークの広がりを示すもの

でありました。 

ワークショップは、６つのテーマ 

ごとに用意され、「孤独～高齢・ 

障がい・生活困窮など～」に参加 

しました。ワールドカフェ方式で、 

参加者同士の対話を通してテーマ 

へのこたえを導き出すという内容で、 

九州各県から参加しているソーシャ 

 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 

  MSW ニュース 12 月号 
                 2012 年 12 月 1 日発行   

                          

     
  事務局：大浜第一病院 
  〒902-8571 那覇市天久 1000 番地 

   TEL  （098）866‐5171  
   FAX  （098）864‐1874 
  E-mail t-matayosi＠ns.omotokai.jp 

  編 集：運天 理沙（池田苑）   

           

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
九州医療ソーシャルワーカー福岡大会参加報告 
                  ・・・・・・1～３ 

ＭＳＷ定例会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

運営委員会報告  ・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

12 月定例会予定  ・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

編集後記    ・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
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ルワーカーの想いや援助観などを意見交換しながら楽しんで参加できました。 

演題発表は、望月さん『当院における末期がん患者への退院支援－ＭＳＷ介入ケースの

分析と課題－』、長嶺さん『身寄りのないＡ氏への退院支援－自宅退院を断念したＡ氏のこ

ころの動きとＭＳＷの支援を振り返る－』、松田さん『在宅レスパイトケアの現状と課題－

長期入院患者の一症例を通して－』、私『琉球大学医学部附属病院におけるがん相談支援室

と沖縄県地域統括相談支援センターの相談内容の比較分析』の４演題でした。 

望月さんは、ＭＳＷが終末期患者への「療養場所・方法の選択」を提案するための取り

組みと課題を示され、とても落ち着いた堂々とした発表でした。 

私は、慣れない発表でとても緊張していましたが、幸い望月さんと同じグループで席も

隣だったので大変心強かったです。フロアからの質問もあり、今後の支援方法につながる

ヒントをもらえたような気がします。発表の準備は正直とても大変でしたが、実践をデー

タを使用しながらまとめ、分析し、エビデンスとして示していく過程を体験でき、私にと

っては貴重な経験であったと感じます。また、普段は忙しくなればなるほど、目の前のケ

ースや自分たちの職場が全てと錯覚してしまうほど視野が狭くなってしまうので、いろん

な実践を知り、取り入れながら成長していきたいなと感じました。 

 他の発表者の演題は同じ時間帯であったので聞くことはできませんでしたが、みなさん

のほっとした表情から、充実した発表だったのだと思います。みなさんお疲れさまでした。 
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第 49 回九州医療ソーシャルワーカー研修会に参加して 

 
那覇市立病院 長嶺 真理子 

 
 

 平成 24 年 11 月 17 日（土）・18 日（日）第 49 回九州医療ソーシャルワーカー研修会福

岡大会に参加致しました。今大会は「出会い、広がる、ソーシャルワーク」～私たちの未

来に向けて～というテーマでした。 
私は大会 2 日目に「身寄りのないＡ氏への退院支援～自宅退院を断念したＡ氏のこころ

の動きと MSW の支援を振り返る～」と題し、MSW として初めて研究発表をさせて頂き

ました。初めての発表に、極度の緊張でこれまでない程手が震えました。 
事例に取り上げた患者さん（以下 A 氏）は、当院に 11 年間通院・入院歴のある患者さ

んで、MSW の関わりは A 氏のライフステージにおいて約 11 年間の経過がありました。 
私が退院支援で A 氏と関わっていた時は、そんな A 氏の人生における支援経過を振り返

ることはなく、施設見学の同行や関係者との連絡調整など退院支援に追われるばかりでし

た。 
A 氏の退院支援を振り返ることで MSW が「人の人生に添う」役割であること、その奥

深さに気づくことができました。MSW3 年目の私にとって、この気づきは大切だったと感

じます。作成にあたり、ご指導や応援してくださった方々には本当に感謝の気持ちで一杯

です。発表は無事終えることができました。 
研修会に参加して楽しかったことの一つは、大会当日の会場へ向かう前、大浜第一病院 

平安さんのお誘いで、沖縄の参加者みんなで IKEA（イケア）へ出掛けました。 
IKEA とは、スウェーデン発祥？の家具・生活雑貨の大型販売店です。「優れたデザイン

と機能性を兼ね備えた製品」が売りの人気店ですが、沖縄にはまだ店舗はありません。IKEA
の魅力的なところは品質が良いだけじゃなく、低価格なところ。私は初めての来店で「持

ち帰れないから、お買い物できないなぁ」と店内をブラブラ歩くだけでしたが、素敵な雑

貨などを見ていると、「あ、あれ安い！」「これかわいい！！」と目を奪われ、興味の無さ

そうだった私がちょっっとだけ大きな買い物をしてしまいました。 
来年の研修会は第 50 回という節目の年となりますが、その開催地である宮崎県の会場は

なんとシーガイアを予定しているそうです。宮崎県会長・実行委員長より多くの参加の呼

びかけがありました。 
この研修会に参加し、MSW 同士が触れ合い、互いの業務を労いつつ高め合える活気や

暖かさを感じ、とても刺激的でした。ぜひ皆さん来年の宮崎県研修会にご参加ください。

ありがとうございました。 
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11 月定例会参加報告 

 
沖縄協同病院 島袋 真菜美 

 
 
 平成２４年１１月２１日(水)１４時～、琉球大学医学部附属病院にて、定例学習会が  

行われました。 
前半は、「がん患者の休業補償」と題して、社会保険労務士・行政書士である大城恒彦   

先生(オーシャン事務所)を講師にがん患者のための社会保障、障害年金について講義を 

していただきました。 
実際のケース事例をもとに、どの制度が活用出来るかイメージ・検討しながら高額療養費

や傷病手当金の活用等、障害年金の受給基準について学習しました。がんのために手足が

不自由となった場合、その障害が固定としているとみなせば、障害年金〈肢体不自由〉で

の該当になる可能性もあるとの事でした。患者の病状や生活状況にあった制度活用を支援

出来るよう努力していきたいと思いました。 
 
後半は、ハンセン病の歴史等をビデオにて学習しました。 

ハンセン病(らい菌による感染症)患者は、昭和６年成立した癩予防法をもとに、療養所で

強制的に収容され隔離されてきました。療養所では外へ出ることは出来ず、自身の生活の

ために肉体労働を強いられながらの生活がありました。女性は子供を産むことは出来ませ

ん。また、症状が重くなっていく患者を入所者同士で看ている現状でした。らい予防法が

平成８年に廃止されてからも、ハンセン病患者は長期的に強制隔離されてきた事で、継続

して差別や偏見があり苦しんでいました。ビデオを通じて当事者の方のインタビューを聞

いて、ハンセン病患者が周囲の人たちから人間として扱われてこなかった現状を知り、人

権問題の深刻さについて考えさせられました。 
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平成 24 年 11 月運営委員会議事録 

 
 
参加者：宮良・又吉（司会）・大城・當銘・島袋・比嘉・新垣・安慶名・秦・石郷岡・新城 
 
 
＊研修部 
・12 月定例会 
   日時：12 月 12 日（水） 
   内容：①学会参加報告（リハ・ケア学会、九州医療ソーシャルワーカー研修会） 
      ②ハンセン病について（調整中） 
   場所：ちゅうざん病院 
・めだか勉強会報告 
 11 月 20 日に南部徳洲会病院にて開催 
 テーマ：医療保険で利用できる制度について 
 参加者：20 名 
・2 月に社会福祉セミナーへ演題２題、座長 1 名（中堅者から）の選出の依頼あり 
 
＊広報部 
 12 月号編集担当：運天（池田苑） 
 
＊社会活動部 
 報告なし 
 
＊事務局 
・新しい入会申し込み書の回収がまだ少ない。（現在 60 名提出済み） 
 法人となっているので年度内に名簿を作成しないといけないので、手分けして声かけし 
ていく 

・九州医療ソーシャルワーカー協会で中堅者研修について、九州大会で１つのワークショ

ップとして行うことが決まり来年の宮崎大会から実施予定。日本協会のシラバスを参考

に進めていく。 
※中堅者をどのように育てていくかが課題となっている 

・会費の請求書を送っているが納付率が悪い。来年より口座引き落としへ変更予定。 
 
 
次回理事会：12 月 26 日（水）18：30～  司会：樋口 書記：秦 連絡係：石郷岡 
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１２月定例会 

 

日時： 平成24年１２月１２日（水）1４：００ ～ １７：００  

場所： ちゅうざん病院 5階 多目的ホール 

    沖縄市松本6-2-1 

 

内容： 1 研究発表  

①「本人・家族の思いをチームで支える 

～ある脊髄損傷患者の症例を通して～」 

當銘 由香 （大浜第一病院） 

 

②「琉球大学医学部付属病院におけるがん相談支援室と 

沖縄県地域統括相談支援センターの相談内容の比較分析」 

大久保 礼子 （琉球大学医学部附属病院） 

 

③「当院における末期がん患者への退院支援 

               ～MSW 介入ケースの分析と課題～」 

望月 祥子 （ハートライフ病院）  

 

２ ハンセン病について 

県内の状況や社会資源など 

 

     ３ 各部会集まり 
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沖縄県医療ソーシャルワーカー協会のホームページ 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｍｓｗ－ｏａｓｗｈｓ.ｊｐ／ 

 

 

                  

  
 
 
編集後記  

 今年ももう最後の月となりました。 

 一年を振り返ってみて、どんな一年でしたか？ 

 来月からは新年を迎えます！今年の振り返りを胸に秘め、       

 新たな目標に向けて輝かしく新年を迎えましょう♪ 

 本年も会員の皆様にはお世話になりました。来年も皆様の 

 ご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。ご多忙の中、 

 原稿執筆を快く引き受けて下さった皆様、本当にありがとう 

 ございました!! 
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