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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ＭＳＷニュースは毎月 1 日 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会ホームページに更

新掲載されています 

http://www.msw-oaswhs.jp/ 

 

ＭＳＷニュース SNS 配信開始のお知らせ

があります！！  

各会員必ず確認してください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ｃｏｎｔｅｎｔｓ☆ 

・ＭＳＷニュースのＳＮＳ配信についてのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

・新入会員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 

・研修部たより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３～４ 

・６月理事会議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５～７ 

＜休載＞ 

研修参加報告、在宅医療・介護連携報告、自主勉強会報告、トピックス 

  

http://www.msw-oaswhs.jp/
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ＭＳＷニュースのＳＮＳ配信についてのご案内 

 

Ｒ２年度中には、紙面でのＭＳＷニュース郵送を終了したいと思います。ホームページ掲載は継続

します。 

Ｒ２年度総会資料と一緒に、会員の皆さんへＱＲコードを郵送済みです。

沖縄県ＭＳＷ協会員の皆様は、下記の流れに従って登録して頂くようご案

内いたします。 
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研修報告・在宅医療介護連携報告・自主勉強会報告・トピックス 

------------------------------------------------------------------   

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、各種研修・会議・自主勉強会が中止・延期になり、報告は

ありません。トピックス（沖縄タイムス「くらし相談室（医療）」は、６月は掲載ありませんでした。 

------------------------------------------------------------------  

 

新入会員紹介 

------------------------------------------------------------------ 

那覇市立病院 総合相談センター 医療福祉相談室 

 本多 由季 

------------------------------------------------------------------ 
初めまして。昨年の 10月から那覇市立病院で MSWとして勤務しています、本多由季と申します。2

階西 整形外科病棟を担当させて頂いています。私は神奈川県内の大学卒業後、児童福祉分野

で 6年、急性期病院で約 2年勤務し、昨年 5月に沖縄に引っ越してきました。那覇市立病院での勤

務も半年あまりが経ち、先輩方に支えて頂きながら少しずつ業務にも慣れてきました。 

今後、積極的に研修に参加し、日々の業務につなげて行きたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

 

------------------------------------------------------------------ 

那覇市立病院 総合相談センター 医療福祉相談室 

 宮里 ほのか 

------------------------------------------------------------------ 
はじめまして、４月から那覇市立病院に入職しました宮里ほのかと申します。３月に大学を卒業

し、新卒で入職しました。社会人としても、ソーシャルワーカーとしても未熟ではありますが、周りの

先輩方にサポートしていただきながら日々の業務に励んでおります。今後は、産婦人科病棟（産科

以外）を担当します。 

積極的に研修等に参加し、知識や援助技術を身につけ、ソーシャルワーカーとして成長していけ

るように頑張っていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

部会からのお知らせ  

------------------------------------------------------------------ 

研修部たより ７月の活動計画 

■2020 年度 初任者研修会 

対象 実務経験３年未満の者 

日時 ８／１６、９／１３  計２回を予定 

※詳細はホームページ掲載「開催要項」を参照 

会場 未定 

参加費 会員無料、非会員 3000 円/回 

問合せ 琉大病院がんセンター 大久保 



 4 

■自主勉強会 めだかの学校 

テーマ 年間活動計画の検討 

日時 未定 

会場 未定 

参加費 無料 

問い合わせ 那覇市立病院 西原、ハートライフ病院 佐平 

対象 概ね実務経験３年未満 

 

■自主勉強会 めだかのホームルーム 

テーマ 年間活動計画の検討 

日時 未定 （原則、奇数月に開催） 

会場 未定 

参加費 無料（飲食代 100 円） 

問い合わせ とよみ生協病院 松永 

対象 概ね実務経験４年以上 

 

■自主勉強会 めだかの放課後 

テーマ 年間活動計画の検討 

日時 未定  （原則、毎月第３木曜 19 時～20 時） 

会場 未定 

参加費 無料（飲食代 200 円） 

問い合わせ 大浜第一病院医療福祉課 當銘 

対象 中堅者 

 

■自主勉強会 ＯＧＳＶ 

テーマ 年間活動計画の検討 

日時 未定  

会場 未定 

参加費 無料 

問い合わせ 沖縄国際大学総合文化部人間福祉学科 樋口 

対象 上級者 

 

🌸 その他のお知らせ 🌸 

今年度は、感染症の影響で対面での研修開催が難しいことも想定されます。 

その間、研修部では自己研鑽に役立つ活動として、まずは書籍の紹介や書籍貸し出しな

ども検討しています。活動のお知らせはホームページまたは協会公式 LINE からとなり

ますので、ぜひチェックをお願いします。その他、会員の皆様から活動に関する希望や

アイディアがありましたらお寄せ下さい。        発行 2020 年 6 月 15 日 

 研修部 大久保礼子 
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６月理事運営会議事録 

------------------------------------------------------------------ 

２０２０年度 MSW 協会理事会 ６月議事録 

2020 年６月１５日（月）19：30～21：00 

場所：zoom での開催 

------------------------------------------------------------------ 

【出席者】新垣会長、當銘副会長、安慶名副会長、秦副会長、樋口(司会)、長、伊禮、石郷岡、 

香村、山城、小橋川、高江洲、大久保（書記） 

【欠席者】奥平、山城、井上 

 

＜各部報告＞ 

〔研修部〕  大久保  

・初任研の開催および他の活動の実施について、部内での意見とともに起案された（別紙資料）。 

・研修以外の活動として、自己研鑽に役立てる目的で書籍紹介を進める。運用については、九州

医療ソーシャルワーカー協議会での同様の活動とリンクさせることを想定している。 

・今年度の初任者研修の開催について、開始時期や規模について検討した結果、８月より集合研

修で開催することで準備を進めることで承認された。開催にあたっては、沖縄県のガイドラインに

従い感染症対策を十分実施することと、実施する講義科目や開催時間ともにプログラムを縮小

する。 

・自主勉強会の開催についても同様に、協会としては、「新型沖縄県新型コロナウイルス感染症に

かかる沖縄県主催イベント実施ガイドライン」を遵守した会議や研修活動を推奨することが承認

された。（ガイドライン：https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/20205020.html） 

 

〔広報部〕  安慶名  

・ホームページの更新について、現在の管理業者による更新作業から、協会員が行うことに変更

する案が提案された。現在、業者管理だと月１回の更新に制限されること、作業指示にかえっ

て協会員の手間が発生している。広報媒体がウェブ・SNS に移行していることも鑑み、協会側

で更新することで随時情報を発信できるメリットがある。 

→協会で更新できる契約へ変更することで承認された。ID 管理・操作者の選任は、広報部の高

澤さん、長さんを中心に実施する。 

・広報部 IT 班（仮）の設立について、ホームページ更新や公式 LINE による情報発信の機会が

多くなり、リモートミーティングや研修が開催される可能性もある。会員から関心のあ

る人を広報部 IT 班（仮）に勧誘したい。 

→７月から募集することで承認された。定員５名程を想定。残り３名ほど募集について会員へ周

知を行う。 

・協会のホームページの見直しを行い、協会歴史について活動年表の報告があった。 

（別紙配布資料） 
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・他団体との連携のページの掲載方法は？毎年開始しているのであれば、開始年度のみの掲載

でどうか。毎年開催のものは開始念だけで、数年おきの開催であればその都度の掲載で。 

他団体との共催はどこまで載せる？協会活動の一端がわかるものは載せた方がいいのでは。 

特徴的な事業展開の欄など、項目を整理しなおすといい。 

→活動年表の作成は継続して行い、ホームページはその中から、委託事業や特徴的な事業を

掲載する。毎年開催が継続しているものは、開始年のみ掲載する。 

 

〔社会活動部〕  秦 

・県民健康フェアは開催中止。 

 

〔事務局〕  當銘 

・入退会報告 

新入会届   沖縄協同病院 １人、 所属先変更 ２人 

・事務局の変更に伴い、事務局住所を大浜第一病院から総合福祉センターへ、７月 1 日付けで登

記変更する。電話番号は協会専用番号確保して事務局長が持つ。FAX は沖国大の樋口教室と

する。メールアドレスは当面は協会事務員のアドレスとする。メールでの問い合わせについては、

事務にて受付後、理事に内容を転送し対応する。ホームページ等広報物への掲載については、

対応時間もあわせて明記する。 

・理事全員の登記変更をする。6/25 までに大浜第一へ必要書類（印鑑、免許証の裏表控え、就任

承諾証、必要書類）を返送すること。 

 

＜協議事項＞ 

・アンケート調査の実施について ：高江洲 

南部地区医師会にて、医療介護連携事業でコロナ感染症に関する実態調査を予定。同様の調

査については、コロナ禍で働くことに対する必要なサポートを訊ねるのか、調査内容や結果の活

用意義等、趣旨を整理する必要があるか。県 MSW 協会として実態調査は予定しない。今後実施

するのであれば、調査目的を含めて改めて審議する。 

 

＜その他お知らせ＞ 

・第 57 回九州医療ソーシャルワーク研修会みやざき大会の無期開催延期 ：當銘 

 

・沖縄県ソーシャルワーカー協議会６月定例会議報告 ：樋口 

 ①例年２月のソーシャルワーク学会は開催の方針。実行委員会を開催するので２名選出を行う。

学会発表はポスターのみ、口演なし。基調講演等はウェブで公開する方法を検討。PSW 協会が

幹事団体で、テーマはハンセン病とコロナを総括した新しい生活への変化をふまえたテーマを

予定。 
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②ハンセン病問題について、2018 年にハンセン回復者から沖縄県知事へ提出した要望者への

回答が出ていないことや、県作成の裏傷治療可能病院の一覧で作成された医療機関での異な

る対応に疑問の声も上がっており、改めて要望書を提出予定。協議会も回答を求める姿勢を支

持する。あわせて、回復者の在宅医療等への対応は喫緊の課題であり、ハンセン病相談窓口

へのソーシャルワーカー配置を求める要望書の提出も検討している。 

 

・１０月１日（木）１9:30～ ハンセン病の正しい知識に関する研修会の開催を予定 ：高江洲 

 

・沖縄タイムス掲載記事の担当について ：當銘 

６月は掲載なし、７月は當銘さん、８月以降は担当者を決めたあと改めて周知する。 

 

 

※次回理事会 2020 年７月 20 日（月）19：00～  沖縄県総合福祉センター      

          司会：安慶名  書記：高江洲  連絡：安慶名               

 

議事録署名人   新垣 哲治   

 

     

 

 

☆編集後記☆ 

日々、県内の感染症情報を耳にするたび、感染者ゼロに安堵しつつ、3 密をさけながら、患者様

やご家族とコミュニケーションを図り、奮闘中です。会員の皆さんも、一緒に戦っているとの思いも

励みになっております。お忙しいなか、原稿を引き受けていただきました、会員の方々へ感謝申し

上げます。暑さも本格的にやってきました。マスク着用で汗もにじませながらも、皆様の健康維持と

ウイルスに負けない体力を保ちつつ、お互いがんばりましょう！！ 

 

 

 

 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 ホームページ 

http：//www.msw-oaswhs.jp/ 

 

 


