
平成２６年度 一般社団法人沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 役員 
＊下線は理事会役員 

会長（代表理事）  ： 樋口 美智子（那覇市立病院） 
副会長（業務執行理事）： 又吉 智子（大浜第一病院）   ＊事務局担当（総務・組織運営） 
副会長（業務執行理事）： 島袋 恭子（那覇市立病院）   ＊研修部担当（研修・認定事業） 
監事        ： 富樫 八郎（沖縄大学） 
事務局長      ： 當銘 由香（大浜第一病院）     
 会計       ： 松田 聡子（大浜第一病院） 
 書記       ： 友寄 彩（牧港中央病院） 
 〃        ： 知念 早姫（那覇市立病院） 
 〃        ： 平安 静佳（大浜第一病院） 
 〃        ： 西銘 知恵（中部徳洲会病院） 
理事運営委員長   ： 新垣 哲治（中部協同病院）    ＊社会活動部担当 
理事運営委員（理事）：  宮良 あさの（自宅）       ＊事務局担当（総務・組織運営） 
理事運営委員（理事）：  大城 則子（居宅沖縄メディカル） 
理事運営委員    ： 奥平 藤也（ハートライフ病院）  ＊研修部担当（研修・認定事業） 
理事運営委員    ： 石郷岡 美穂（琉大附属病院）   ＊事務局担当（調査研究） 
理事運営委員    ： 伊禮 智則（那覇市立病院）    ＊社会活動部担当 
理事運営委員    ： 安慶名 真樹（大浜第二病院）   ＊広報部担当 
 
＊理事運営委員（専門部会）： 
 研修部  委員長： 望月 祥子（ハートライフ病院） 
     副委員長： 池間 俊（与那原中央病院）     ＊中堅者研修企画・運営担当 
       〃 ： 香村 真範（北中城若松病院）    ＊初任者研修企画・運営担当 
  ・めだかの学校 リーダー（中北部）桑江 幸子（ハートライフ病院） 
      〃  （南部）満名 祐子（与那原中央病院） 
       ・めだかの放課後 リーダー（中北部）秦 克之（中頭病院） 

（南部）安慶名 真樹（大浜第二病院） 
         （南部）當銘 由香（大浜第一病院） 
         （中北部）新垣 哲治（中部協同病院） 
  ・OGSV 研修（リーダー）： 島袋 恭子（那覇市立病院） 
             ： 伊波 智恵美（沖縄メディカル病院） 
 
社会活動部 委員長： 秦 克之 （中頭病院） 

      副委員長： 嘉手納 泉也（大浜第一病院） 
        〃 ： 髙江洲 アヤ子（那覇市立病院） 
 
広報部   委員長： 新城 美香子 （小禄病院） 

      副委員長： 山里 守三郎 （翔南病院） 
        〃 ： 平川 裕太（中部徳洲会病院） 
  ・ホームページ編集委員：武田 康（とよみ生協病院）、高澤 信哉（沖縄セントラル病院） 
 
 
  



＊渉外： 
 １）県ソーシャルワーカー協議会 
①代表者役員会（毎月第 2 金曜日、１８：３０～那覇市立病院） 
             樋口 美智子、當銘 由香 
 ・活動内容：本会組織の基盤強化、規程整備、活動の検討 
 
②「福祉の窓」編集委員会（毎月第 3 木曜日、１９：００～沖縄国際大学） 
・新聞掲載日／新報毎週土曜日  
・MSW 担当：年１２回（ワーキングメンバー６名で２回づつ担当） 

  ・活動内容：原稿執筆依頼、質問案作成、過去掲載記事の収集 
        編集委員会参加、原稿推敲/毎月２名の参加者を調整 
        ＊野原 昌幸（小禄病院） 
         川満 慎吾（ハートライフ病院） 
         島袋 正也（沖縄リハビリテーションセンター病院） 
           
③ソーシャルアクション委員会（毎月第２金曜日、１８：３０～那覇市立病院） 
・活動内容：協議会としてのソーシャルアクションの内容等検討 

     ＊奥平 藤也（ハートライフ病院）、仲地 貴弘（豊見城中央病院） 
  
 ④第３回沖縄県ソーシャルワーカー学会・社会福祉公開セミナー実行委員 
  実行委員長：嘉手納 泉也（大浜第一病院） 
  実行委員：新垣 哲治（中部協同病院） 
       平川 裕太（中部徳洲会病院） 
       秦 克之（中頭病院） 
        
 ２）九州医療ソーシャルワーカー協議会 
  ①代表者役員会   ： 樋口 美智子、大城 則子、又吉 智子 
  ②教育・研修部会委員： 望月 祥子、當銘 由香 
 
３）公益社団法人 日本医療社会福祉協会 
 ①会長会      ：樋口 美智子 
 ②教育・研修部会  ：望月 祥子、當銘 由香 
 
４）沖縄県医療保健連合（なごみ会） 
①代表者役員会   ：又吉 智子、樋口 美智子 
② 県民健康フェアー：秦 克之 
③ 沖縄県在宅医療連携体制整備事業：樋口 美智子、新垣 哲治、島袋 恭子、 

 
５）「はいさいワーク」（求人求職情報窓口）： 樋口 美智子 
 ・求職者（学生が多い）から履歴書を預かり、求人がある施設に履歴書送付などで紹介して

いる。具体的なやりとりは両者で直接行ってもらっている。 
 

  
 



６）各団体との窓口： 
・沖縄県介護支援専門員連絡協議会： 大城 則子 
・沖縄県老人保健施設連絡協議会 ： 大城 尚幸 

 
●研修部（学習委員）： 
  ＃部会設置目的： 
   ・研修等の企画・運営を行い、会員の資質・専門援助技術向上を図る活動を行う。 
  ＃主な業務 ①定例研修会等の企画 

② 講師等との調整 
③ 宿泊研修等要綱・案内文書等作成 
④ 初任者、中堅者研修等の企画・実施 
⑤ その他研修に関する事項 
 

●社会活動部（企画委員）： 
  ＃部会設置目的 

・アピール提言活動：ハンセン病回復者および家族について理解を深め、協会として相談窓口

に協力できる体制を作る。 
・普及・啓発活動：本会活動・医療ソーシャルワーカーの地域住民・他団体への普及・啓発を

図る。 
・災害支援：大規模災害時の支援体制を他団体と情報交換を行い整備する。 
・他職種連携活動：他団体との共同事業・懇親会等の企画・運営を行い、会員の資質向上・連

携の強化を図る。 
＃主な業務 ①ハンセン病回復者および家族への支援窓口設置、勉強会など企画立案 

        ②沖縄県ソーシャルワーカー協議会との行事企画 
        ③なごみ会との行事企画 
        ④病院紹介資料の集約 

⑤研修会への協力 
⑥ 会員交流行事等の企画 
⑦ その他社会活動に関する事項 

         
●広報部（広報委員） 
  ＃部会設置目的 

・本会活動の啓蒙普及び会員への周知、会員相互の意見交換に資するための広報活動を行う 
＃主な業務 ①MSW ニュースの原稿依頼・編集・発行 
      ②ホームページの管理・運営（内容検討、管理会社との調整） 

        ③出版物の企画・発行 
        ④その他広報に関する事項 
 
＃理事運営委員会： 

・毎月第４火曜日１８：３０～那覇市立病院 
・会議日程・議題と出席確認：理事運営委員長 
・議事録作成：委員が交替で作成し、事務局・広報部へ提出 
・各部会事業の進捗管理、企画・運営へのアドバイス 
・めだかの学校へのスーパーバイザー派遣（ＯＧＳＶメンバー） 



＃事務局： 
  ・会員の動向管理（入会・変更・退会） 
  ・会員名簿管理、作成、発行 
  ・会員証の発行 
  ・毎月の発送文書管理（印刷含む） 
  ・各種文書管理 
  ・他団体との連絡、調整 

・その他事務に関する事項 
  ＊創立３０周年記念事業準備ワーキンググループ： 

   ・目的：創立３０周年記念誌発行・事業企画等の準備を行う。 

    記念誌発行リーダー：仲宗根 恵美（那覇市立病院） 

            下地 舞（那覇市立病院） 

   
  ＊MSW 実態調査と会員・会員外アンケート調査ワーキンググループ： 
   ・目的：会員実態の把握や業務統計、配置基準、協会活動への要望等の調査を行うとともに、

組織率向上に向けての取り組みを行う。 
    リーダー：宮城 幸之助（中頭病院 ） 
 
＃会計： 
  ①一般会計：・会費管理（口座振替）、未納者リスト作成、催促業務 
        ・理事運営委員会（会計状況報告）、予算・決算報告 

・役員旅費の計算・支給、諸費用支払 
・法人確定申告、納税業務 

②研修会等会計：・参加費徴収 
        ・講師謝礼金等準備 
        ・会計報告書作成 
 

＃書記：定例研修会に交替で出席する。 
  ・研修会：出席名簿作成、研修内容記録し、事務局・広報部へ提出 
  ・ニュース原稿作成：お知らせ（今後の予定、講演会案内等） 
 
＃めだかの学校：実務経験概ね３年未満の初任者による自主的学習会 
 
＃めだかの放課後：実務経験概ね５年以上の中堅者等による自主的学習会 
 
＃奥川グループスーパービジョン研究会（OGSV）：実務経験 10 年以上経験者の自主的研究会 
 
＃沖縄県がん相談支援員実務者研修会：沖縄県がん診療連携協議会相談支援部会と共催 
 ・目的：がん相談、緩和ケア等に携わるソーシャルワーカー等が相談支援業務を行っていく上で必 

要な基本的な知識と技術の概要について習得することを目的とする。 
 ・対象：地域がん診療連携拠点病院相談支援センター職員、 
     医療機関等でがん相談支援業務に携わる医療ソーシャルワーカー等 
 ・方法：講義・ＤＶＤ視聴、演習など 
 ・日時：毎月第２水曜日 １３:００～１４：００の基礎知識研修、年４回の全体研修会 



＊新たなワーキンググループの立ち上げ： 
 
１）教育実習体制整備ワーキンググループ 
 ・目的：教育実習体制の整備及び実習内容の標準化へ向けた調整を行う。 
  リーダー：島袋 恭子（那覇市立病院） 
  メンバー：安慶名 真樹（大浜第二病院） 
       古見 寛子（大浜第二病院） 
       秦  克之（中頭病院） 
 
２）北部地区勉強会ワーキンググループ 
 ・目的：北部地域のＭＳＷへ学習機会を提供すべく、企画・調整を行う。メンバーの資質向上を図

ると共に連携の強化を図る。 
  リーダー：山城 つきえ（勝山病院） 
  メンバー：喜納 恵子（与勝病院） 
       仲村 実和子（北部地区医師会病院） 
       宮城 郁美（北部地区医師会病院） 
       宮城 清人（宜野座村社会福祉協議会） 
 
３）健康つくり運動実践活動団体助成事業ワーキンググループ 
 ・目的：公益社団法人沖縄県保健医療福祉事業団が募集を行う健康つくり運動実践活動団体助成事

業の企画、調整、実施を行い、広く県民へ協会の啓発活動を行う。 
  リーダー：新垣 哲治（中部協同病院） 
  メンバー：安慶名 真樹（大浜第二病院） 
       古見 寛子（大浜第二病院） 
       比嘉 亜希子（沖縄メディカル病院） 
       新城 美香子（小禄病院） 
       秦  克之（中頭病院） 
       嘉手納 泉也（大浜第一病院） 
       當銘 由香（大浜第一病院） 
 
４）周産期医療・小児医療(小児救急)ワーキンググループ（★はコアメンバー）： 

 ・目的：周産期医療・小児医療に関する現状を把握、情報収集・情報提供を行い、母子の健康に関

する問題を扱う。 

  リーダー：石郷岡 美穂（琉大病院） 

  メンバー：助産施設、小児科・産婦人科担当のＭＳＷ 

①琉球大学医学部附属病院★ 
②中部病院★ 

      ③南部医療センタ-・子ども医療センタ-★ 

      ④那覇市立病院★ 

      ⑧沖縄協同病院★ 

       

 

 

 



５）救急医療・災害時における医療ワーキンググループ（▲はコアメンバー）： 

  ・目的：救急医療・災害医療におけるソーシャルワークに関する情報交換・資質向上に向けた取

り組みを行う。 
  リーダー： 中村 由起 （沖縄赤十字病院） 

        角山 信司 （浦添総合病院） 

  メンバー：救急告示病院・災害拠点病院等のＭＳＷ 

      ①北部地区医師会病院▲ 

      ②中部徳洲会病院▲ 

      ③沖縄赤十字病院▲ 

      ④浦添総合病院▲ 

      ⑤豊見城中央病院▲ 

       

 

６）がん相談支援員ワーキンググループ（●はコアメンバー）： 
 ・目的：がん相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取り組みを行う。 

リーダー：        （県立中部病院）    
     高江洲 アヤ子（那覇市立病院） 

  メンバー：がん診療を行っている専門医療機関・がん相談支援センターのＭＳＷ 
 

①県立中部病院● 
②琉球大学医学部附属病院● 
③沖縄病院●       

            ④那覇市立病院● 
            ⑤オリブ山病院● 

⑥アドベンチストメディカルセンター● 
⑦友愛会南部病院● 

 
７）在宅医療（慢性期医療・へき地の医療）ワーキンググループ（■はコアメンバー）： 

 ・目的：在宅医療（慢性期医療・へき地の医療）に関する相談支援向上に向けた取り組みを行う。 
リーダー：比嘉 亜希子（沖縄メディカル病院） 

 メンバー：在宅医療（慢性期医療・へき地の医療）に携わる医療機関のＭＳＷ 
        

①沖縄メディカル病院■ 

②かりゆし病院■ 

③ちゅうざん病院■ 

④北部病院■ 

⑤ 屋宜原病院■ 


