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新年明けましておめでとうございます。

昨年は、協会の大きな活動目標である会員の資質の向上を、定例会や初任者研修等を通して取り組むこ

とができました。また、県外研修等を通して、参加者と親しく懇親できたこともとても嬉しいことでした。

運営委員をはじめ、会員一人一人のご協力、どうもありがとうございました。

今年度の大きなニュースは、当協会創立２０周年記念事業として、ホームページを開設したことです。

県内の会員同士の情報交換や、県外の MSW 活動の情報収集の窓口としても積極的に活用していただきた

いと思います。また、一般市民や関係職種の皆さんへも MSW の仕事を知ってもらうために内容の充実を

図りたいと思いますので、いろいろなアイデイアをお寄せください。

さて、来る５月２３日・２４日には、日本医療社会事業全国大会（沖縄大会）が開催されます。今大会

は、県協会の創立２０周年記念大会でもあります。既に実行委員会を中心に、関係機関への案内や内容の

充実に向けて準備を進めているところです。全国規模の大会の準備や運営をすることは、会員一人一人は

元より、協会としても大きな糧になるものです。また、全国大会が地元で開催されるメリットを大いに活

用して、学会へも多くの会員が参加できるよう体制を整えたいと思います。全国の MSW と交流し、全国

的な視野で私たちの仕事を考える機会

でもありますし、MSW の社会的認知を

広める大きな機会として、広報活動にも

力を入れていただけるようお願いします。

相談援助職として、患者さんやご家族に

信頼され、「ゆるぎないソーシャルワーク

実践」ができるよう、お互いに健康に気

をつけて、充実した１年になるようがん

ばりましょう。会員の皆さんのご協力を

よろしくお願いします。

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

平成 20 年年頭挨拶 ・・・・・・・・・・・・1

研修会参加報告 ・・・・・・・・・・・・2

第 44 回九州医療社会事業研修会さが大会

１２月定例会報告 ・・・・・・・・・・・・3

シリーズ会員紹介・福祉の窓・・・・・・・・・・・4

運営委員会だより ・・・・・・・・・・・・5

定例会のお知らせ・めだかの学校紹介・・・・・・・７



2

浦添総合病院 高安 高範

九州医療社会事業研修会さが大会での発表も終わり 1 ヶ月がたちました。12 月 20 日急きょ、発表者の原稿依頼

があり、締め切りが 25 日ということで、時間もなく、何を書くかも考える余裕も無いまま依頼を引き受けてしまい

ました。発表から 1 ヶ月が過ぎてしまい、興奮や緊張感を思い出しながら書こうと思います。

今回の大会のテーマは「地域で暮らす」を支える―時代変革とソーシャルワークの原点を探る―であり、大会初

日の記念講演・教育講演・二日目は研究発表・Lecturing＆Discussion という内容で行なわれました。

記念講演の方では、厚生労働省老健局振興課長である古都賢一先生の講演で、『「地域で生きる」を支える社会福

祉』について講演を聞くことができました。その中で、特に印象深く残っている事が「制度の狭間を埋める役割、

これからのソーシャルワーカーに期待したい」という言葉です。制度に引っかからない方々を、ソーシャルワーカ

ーはいかに地域で暮すことを支えられるか、本人の能力を生かしながら・・・ノーマライゼーションの考え方等な

ど・・・。大きな課題だと実感すると共に、コミュニティーワークの重要性を再考するきっかけになりました。

教育講演ではルーテル学院大学教授の福山和女先生の『「地域で生きる」を支えるソーシャルワーク』について聞

きました。現場で何十年と経験されている先生の講演はとても興味深く、中でも専門職としての倫理・倫理性・見

解・コミュニケーション方法等、多岐にわたって講演されており非常に勉強になりました。

というような感じで一日目は過ぎて行きました。二日目は発表の大トリになっていましたので、早めに休もうと

思っていましたが、諸先輩方の甘い誘いに釣られて、飲酒してしまいました。発表当日は顔が熱く、唇もしびれた

ままの状況で迎えてしまい、これが功を奏したのか、発表は少し落ち着いてできたと思います。今回発表を通じて、

テーマ選定、原稿を作る大変さを実感し、発表後の達成感（爽快感）を実感しました。また、原稿作成に協力して

下さった浦添総合病院「かけはし」のみなさん、メディカル・インフォメーションセンターのスタッフには、この

場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

大浜第二病院 當銘寛子

２０度以上の沖縄より、１０度以下の九州へ～冷たい気候の中、さが大会に参加した。１日目：①記念講演『「地

域で生きる」を支える社会福祉』古都賢一氏（厚労省老健局振興課長）地域で暮らすという普遍的テーマにおいて、

地域での生活は多様化し、ここ１０年程はニーズの変化もめまぐるしい。今の福祉市場には地域でサービスの拠点

をつくるために、多様な事業主体が参入している。営利と非営利が共存している仕組みを生かし質を高めることが

重要。また、制度依存型ではなく制度活用型の社会をつくるという国民の認識が地域で生きることにつながる。②

教育講演『「地域で生きる」を支えるソーシャルワーク』福山和女氏（ルーテル学院大学教授）ソーシャルワークの

専門性を世間にどのように証明するか？援助が“成功”すれば認められる？という問いかけで講演が始まった。理

論を用い、援助していること自体を証明することはできる。クライエントの尊厳を保持し、自己実現するために役

立つのがソーシャルワーカーである。そのためにはクライエントを立体的に理解し、心理社会的介入することが必
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要。何が“成功”なのかよりも、援助の内容（量）の妥当性をはかることが専門家に求められているのではないか。

１日目は２つの講演で頭が一杯のまま懇親会へ参加し、佐賀の美味しい料理とお酒を楽しんだ。２日目：研究発表

の中で、“ＭＳＷの立場から胃瘻選択までの心の動きを追った”演題を興味深く拝聴した。嚥下障害を受容する過程

の中で、患者・家族が理解するためのキーワードを投げかけていくこと、理解はできていても心がついていかない

という気持ちに寄り添うソーシャルワーカーの役割が考察されていた。私自身も胃瘻説明の場面に同席する機会が

多く、この研究過程・考察を参考にし、日頃の業務を見直したいと思う。今回は九州地域のソーシャルワーカーか

ら刺激を受け、ささやかではあるが紅葉も味わうことができた有意義な研修会であった。

安慶名 真樹（大浜第二病院）

平成１９年１２月１２日（水）ちゅうざん病院にて、１２月定例会が行われました。今回は約２０名の参加でし

た。

はじめに、中頭病院の幸喜さんが九州医療社会事業研修会さが大会の研修報告を行いました。『「地域で生きる」

を支える社会福祉』と題し、厚生労働省老健局復興課長の古賀賢一氏による記念講演について、資料が配布され報

告がありました。

次に大浜第二病院の瑞慶山さんが、厚生労働省主催の医療ソーシャルワーカー初任者研修の報告を行いました。

東京で１１月２６日～１２月７日までの二週間の研修で、講師も現任ソーシャルワーカーや大学講師、教授含め、

多くの講師陣がいたようです。その中で特に印象に残った、「医療ソーシャルワーカー業務のあり方について」と題

した講義について、報告がありました。こちらは瑞慶山さんより、次号で詳しく報告があると思いますので、ご参

照ください。

最後に事例検討を行いました。ディスカッションしやすく、お互いの顔が見えるように席を移動しました。事例

提供者は浦添総合病院の與儀常貴さんに、スーパーバイザーは地域相談センター小禄の川村敦さんに担当してもら

い、皆で事例検討していきました。急性期病院という、短時間で多くのケースを援助していかなければいけない中

で、ＭＳＷは患者様やその関わる周りの人の状況や対処能力を的確に把握し、判断することが求められるのだとい

うことを物語っているような事例検討でした。検討後は配布資料も回収となり、具体的な詳細にはふれられません

が、ＭＳＷになって若干一年の與儀さんのがんばっている姿が見て取れ、よく対応しているなという印象でした。

與儀さん本人も、事例提出をしたことで、より一層整理できたのではないかと思いました。

今月で定年退職される、与勝病院の兼久澄子さんより、あいさつとドーナツの差し入れがありました。医事業務

から、右も左もわからない相談業務へ命じられ、切磋琢磨しながら今まで患者様の援助にあたってきたとのことで、

大変ではあったけれど、協会の仲間たちと楽しく仕事をすることができたと語ってくれました。兼久さん、長い間

ほんとうにお疲れさまでした。
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このコーナーでは、会員の皆さんをリレー式で紹介します♪

大浜第一病院 医療福祉課 松永 理恵

平成 19 年 12 月 1 日（土） 琉球新報 夕刊

皆様、あけましておめでとうございます。10 月から大浜第一病院で

勤務しています、松永理恵と申します。入職し、あっという間に 3

ヶ月が過ぎてしまいました・・・失敗をしながらも、よき先輩方の

指導のもと日々勉強させて頂いております。

私の今年の目標としては、「独り立ち（笑）」です。仕事において

もプライベートにおいても、たくましく明るく過ごしていけるよう

に、この一年頑張りたいと思います！！皆様、今後ともご指導宜し

くお願い致します。

医療法人おもと会 大浜第一病院

医 療 福 祉 課 松 永 理 恵



5

運営委員会だより（12 月運営委員会議事録）：第 13 回 全国大会実行委員会（ 第 1 回 拡大実行委員会 ）

文責：野原 育子

２００７（平成１９）年１２月４日（火）

１９：００～２０：３０ 沖縄大学

参加者：富樫、玉木、村田（沖縄大学）、大城（沖縄ﾒﾃﾞｨｶﾙ）、伝道（信成苑）、石郷岡（琉大）、

當銘由香、松田（大浜第一）、島袋、秦、幸喜（中頭）、新垣（屋宜原）、ｱﾀﾞﾒ（楽寿園）、

伊禮（池田苑）、當銘寛子（大浜第二）、伊禮、望月、仲地（池田苑）、吉見（勝連）、

岡（地域包括支援ｾﾝﾀｰぎのわん）、樋口、仲宗根、高江洲、野原（那覇市立）、

嶺井（南部徳洲会） ＜24 名出席＞

１．進捗状況報告 大会事務局長（樋口）

・大会日程、プログラムについて

・後援依頼先（34 件中 27 件了承済み）。

＞＞沖縄県、宜野湾市へは、富樫、又吉、樋口にて訪問し、直接依頼を行う。

日程は、又吉で調整中。来年 1 月には訪問予定！

・協会設立 20 周年記念事業として、協会ホームページ開設

＞＞11 月 26 日現在 暫定版にリンクすることが可能。随時、追加更新を行っていく。

＞＞ホームページの作成は、業者（リュウズシステム）へ委託。

＞＞来年 5 月末までは、業者に保守管理を依頼する。6 月以降の保守管理は要検討。

＞＞日本協会の全国大会のページに掲示板の書き込みができる。書き込みへの返事は、

企画委員会で担当。

・業者委託（JTB、沖縄コングレ）について

＞＞JTB：参加申込、ホテルの手配等、それらに伴う事務手続き

＞＞沖縄ｺﾝｸﾞﾚ：事務局の一部代行・運営等に関する補助、プロ要員・機材の手配、

看板・印刷物の手配、その他

２．予算について

・予算書（案）の内容確認

参加目標人数：600 人以上

＞＞県外の参加人数により、会場使用料の減免有り（201～500 人：20％又は 501 人～40％）

・ 県協会員へ事前申込ならびに大会参加費の事前振込の協力依頼
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＞＞12 月 31 日まで協会員へ振込の依頼をする。

＞＞中北部地区（アダメ、島袋）、那覇市（樋口）、南部地区（大城）で分担し、直接、各協

会員へ協力依頼を行う。

３．役割分担

・①運営部、②企画部、③印刷部、④広報渉外部、⑤事務局、⑥日本協会担当、⑦懇親会に分

担。当日の役割分担については、再編を行う。

４．広告・協賛金・寄付金依頼について

・協会会員は、所属機関や関連施設等へ 1 件以上の広告を依頼してもらう。

・目標額：150 万円

５．今後の日程

・次回、実行委員会：平成 20 年 1 月 15 日（木） 19:00～ 沖縄大学 3 号館 601 号

・第 2 回拡大実行委員会は 2 月末～3 月初旬に開催予定。

６．その他

・演題募集について 申込締切 12 月 20 日（木）

＞＞県内から 2～3 題はエントリー予定（学習委員会で人選する）

１２月運営委員会

・今後の日程

12 月 8 日（土） 日本協会会長会議（東京）

12 月 8 日（土） 16:20～ 2007 年度沖縄県医師会医学総会シンポジウム（パシフィックホテル）

「療養型病床削減に伴う患者・家族の状況」について

※シンポジストとして 又吉 智子 事務局長 参加予定

12 月 12 日（水）14:00～ 定例研修会 「事例検討」

12 月 15 日（土）～16 日（日） 第 44 回九州医療社会事業協議会中堅者研修（熊本）

※當銘由香、松田（大浜第一）、當銘寛子（大浜第二）、新城（小禄）、

望月、伊禮（池田苑）、野原（市立） 参加予定

12 月 20 日（木）19:00～ 国民医療を守る県民集会（パシフィックホテル）

※当協会から 20 名動員予定

1 月 15 日（火） 19:00～ 実行委員会・運営委員会（沖縄大学）

1 月 22 日（火） 14:30～ 定例研修会 「ケアマネとの合同研修」（県総合福祉センター）

2 月 3 日（日） ４団体セミナー（沖縄国際大学） ※シンポジスト派遣予定

2 月 23 日（土）～24 日（日） 宿泊研修会 講師：松山 真氏（立教大学）
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１月定例会のお知らせ

「めだかの学校」のお知らせ

*日時：平成２０年１月１８日（金） １８：３０～２０：３０ ※時間厳守でお願いします。

*場所：那覇市立病院

*内容：事例検討＜事例提供者：玉代勢陽子(南部医療センター・こども医療センター）＞

スーパーバイザー：大城則子（沖縄メディカル病院）

★★ 会員動向≪会員数１３２名：１２月末現在≫ ★★

編集後記

新年あけましておめどとうございます。

快く原稿依頼を受けて頂いた皆さん、ほんとうにありがとうございました。

*日時：平成２０年１月２２日（火） １４：３０～１７：３０

*場所：沖縄県総合福祉センター

*内容：ケアマネージャー意見交換・交流会
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（沖縄リハビリテーションセンター病院）

平成１９年１１月２６日（月）～１２月７日（金）までの１２日間、埼玉県和

光市にある国立保健医療科学院にて厚生労働省主催の医療ソーシャルワーカー初

任者研修へ参加させて頂きました。国立保健医療科学院からの講師陣、権利擁護

に携わっている講師、３０年以上の MSW 歴があり、現在でも大活躍されている

講師、クリニックでソーシャルワークを「しながら大学で教鞭をとる講師など様々

な経歴を持たれた講師陣で中味の濃い研修内容で、どれも印象に残る有意義な研

修でした。

東京医科歯科大学医学部附属病院医療福祉支援センターMSW の佐原まち子先

生からは「SW の例えに使われるのは“合気道”。相手の力に抗うのではなく、相

手が持っている力を上手く利用することが大切」「クライエントの生き方や、やり

方に着目する。」そのことから援助が始まるということでした。

□クライエントの物事の決め方をおそわる

□ 家族の協力の仕方をおそわる

□今まであった困難の解決の方法を知る

□ クライエントの情報の集め方

□どういう人とつながっているか

□うまくいっていたことは何か

□それが続いていたのは何が良かったか

などに着目して、ソーシャルワークに

こだわる気持ちを忘れず、なぜここで援助

しようと思ったのか考えながら、一つ一つに

根拠がないといけない！と話されていました。

来年度からの初任者研修は日本医療社会事

業協会で引き継いで行い、厚生労働省主催の国立保健医療科学院で行う研修は今

後管理者を対象に研修を行うそうです。経験年数３年未満の皆様、ぜひ参加をお

Contents
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勧めします！３年を超えると受講資格がありません！お見逃し無く！

那覇市立病院 高江洲アヤ子

平成 19 年 11 月 23 日～25 日，奈良県社会福祉総合センターにて開催されまし

た上記講座へ参加いたしました。

参加の動機は，日々のソーシャルワーク実践を客観的に見直したいとの想いか

らでした。医療ソーシャルワーカーとして従事し半年間，疾病により生活が一変

し急性期を脱しても様々な生活課題に大きな不安を抱えた患者さんやご家族の声

を真摯に傾聴するよう努めてきました。しかし，実践の未熟さからご家族の言葉

や態度に揺れ，また，長期入院患者を速やかに転院に導くことに躍起になりアセ

スメントが不十分であったりとソーシャルワーク専門職として反省すべき点が

多々ありました。今回の研修では，クライエントと共に生活の再構築に取り組む

ために必要な「アセスメントの視点」を学ぶことを目標としました。また，全国

から集まるワーカーからそれぞれが抱える組織上の課題，例えば病床数に対する

ワーカーの配置基準，院内スタッフの連携システム等を聞くことにより当院と比

較検討することも目的としました。

講義は以下の§Ⅰ～Ⅵの科目で進められました。

§Ⅰ「医療ソーシャルワーカーの歴史」

なぜ医療機関にソーシャルワーカーの位置付けが必要なのか。その答えを歴史

から見出すことができました。講義では，講師である笹岡会長が大事にされてい

るセピア色に染まった先達の其々の書籍を閲覧し，それに触れることにより先達

の社会変革に対する熱い想い感じることができました。歴史を繋ぐという使命を

私たち世代が担っていることを実感しました。

§Ⅱ「医療ソーシャルワークの視点・価値・倫理」

実践を支える三本柱を磨くことにより，実践力を高めることができることを学

びました。今回の研修で学ぶ目標である「アセスメントの視点」も医療ソーシャ

ルワーカーの倫理綱領から導き出すことができました。常に倫理綱領を拠り所と

し，クライエントの利益を最優先としたアセスメントの視点を磨き続けていきた

いと思います。

§Ⅲ「医療ソーシャルワーカーに必要な知識とその活用方法」

制度や社会資源に関する豊富な知識があってこそ，その狭間で揺れるクライエ

ントに対応する社会への働きかけが可能となると思います。制度，資源に変革の

余地がないのか，新しい資源開発の必要性はないか，常に検証する視点を持ち続
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けていくために，この講義で列挙された「実践に必要な知識（法的知識，制度知

識等…）」をしっかり学び身につけていきたいと思います。

§Ⅳ「ソーシャルワーク業務の進め方と運営方法」

病院の組織を知り，自分の立ち位置を確認することにより，医療チームの一員

のとしての業務内容が見えることを学びました。

§Ⅴ「演習 ソーシャルワーク面接」

対人援助の要である面接技法において，客観的な評価を得る機会が少なかった

ので，この機会にとロールプレーに参加しました。事例は「がんでターミナル期

を迎えた患者さんの家族との面接」を選択しました。現に類似したケースを抱え，

ご家族に向き合うことにためらいを感じていたという理由からです。プレー後，

活発な意見交換が交わされ，２，３点の指摘を頂きました。

スキルを実践に生かすには訓練を繰り返す必要があります。これからも臆するこ

となくスーパーバイザーに客観的に評価してもらい，クライエントの気持ちに寄

り添い共に課題に取り組む実践的な面接がでるよう努めていきたいと思います。

§Ⅵ「保健医療福祉をめぐる動向と医療ソーシャルワーカーのあり方」

「医療ソーシャルワーカー業務指針」からみえてくるものとして，近年の医療

法改正による病床区分の見直し，病院施設の機能分化等の動きのなか，医療・保

健・福祉がそれぞれ連携のもと総合的に提供されることが重要となっていること

を学びました。

以上のセッションで３日間，充実した研修となりましたことをご報告します。

平均在院日数の更なる短縮化が求められるなかでよりよい医療サービスを提供

するためにも目的を明確にもったソーシャルワーク専門職として質の向上に努め

ていきます。

なお，今回の研修のもうひとつの目的であった他府県のワーカーとの交流で得

た急性期病院のワーカーの抱える其々の課題や情報を付け加えてご報告します。

主な課題として①病床数に対し相談員が極端に少ないため医師からの相談のみ受

付ける（患者からの相談は受け付けない），②相談室の施設環境が整ってなく簡易

カーテンで仕切られているだけである，③患者さんへ相談室の存在が周知されて

いない，④医療スタッフとの連携の手段が乏しく相談後の経過が見えない（他職

種が経過に無関心）⑤地域活動の展開（病院ボランティア育成）等の話が聞かれ

ました。当院では②に関してプライバシーが保持される環境であり，相談者が落

ち着いた雰囲気で話ができるよう配慮しています。③に関しては入院の際説明済

みのはずですが周知されているか疑問であり当院の課題でもあると考えます。④

に関して当院の「くじらメール」は他院にないシステムのようで好評でした。相

談ケースの経過について，逐一，主治医始め他医療スタッフへ，メール，電子カ

ルテの伝言板，PHS をフル活用した連携プレーは他院に誇れるものだと思いまし

た。⑤に関しては，小田原市立病院は地域の社会福祉協議会にて「病院ボランテ
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ィア養成講座」を実施し，総合案内にボランティアを配置しているとのことでし

た。当院でも今後の独法移行に伴う運用の自主性，弾力性を活かし，各種ボラン

ティア（例えばグリーンボランティア・・）を活用することにより，病院の地域

への PR に繋げることも可能ではないかと思いました。

「めだかの学校」のお知らせ

那覇市立病院 玉城 渚

平成２０年初めての「めだかの学校」が１月１８日（金）、那覇市立病院で行わ

れました。

今回は南部医療センターから「家族と疎遠なアルコール性肝硬変の患者さんと

の関わりについて」の事例を提供していただきました。この事例は、初回は玉代

勢さんが関わり、自宅退院し５日後に再入院。その後は森江さんが関わるという

短期間で２人の MSW が介入した事例であり、玉代勢さん、森江さんともに在宅

退院にあたり他に社会資源の活用や地域・関係機関との連携やキーパーソンとの

関わりが希薄な患者、家族への関わり方についてこれでよかったのかと引っかか

りのある事例との事で提出されていました。沖縄メディカル病院の大城さんをス

ーパーバイザーに迎え、事例をフィードバックし、患者、家族の視点を変えて良

い点を探した時は問題点を探す以上に難しかったです。アルコールの問題持つ患

者とその取り巻く社会的背景や家族関係について関わりの難しさを感じさせられ

ました。また、大城さんから MSW の情報収集について病歴・職歴・生活歴は連

動しており、その人物を理解していく上で重要な MSW の情報源になるとのコメ

ントがあり、改めて考えさせられ今後の相談援助でも心がけていきたいと思いま

した。

現在、「めだかの学校」では主に事例検討を行い、先輩 MSW へスーパーバイ

ザーを依頼しています。大きな規模ではありませんので気軽に質問が出来、アド

バイスを頂くことが出来ますので、自身の相談援助について見直し、ステップア

ップできるよい機会だと思います。今回の参加人数は８名でした。業務で忙しい

とは思いますが、めだかの皆さんには出来る限りの参加をお願いします。

また、事例提出の依頼があった際は快諾していただけると幸いです。宜しくお願

いします。

★★次回は中部地域での開催を予定しています。日程が決まり次第ご連絡差し

上げます。★★
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このコーナーでは、会員の皆さんをリレー式で紹介します♪

沖縄セントラル病院 相 談 室 川平 夏

※内容につきましては、事務局へお問合せ下さい。

こんにちは。沖縄セントラル病院相談員の川平夏

と申します。当院は那覇市にある療養型病院です。

一昨年の４月から勤務しておりますが、相談員歴は

やっとで 8 ヶ月！気づいたら 8 ヶ月！の新人です。

まだまだ不慣れで周囲に支えてもらいながらなんと

か業務をこなす毎日です。皆様にもご迷惑をお掛け

することがあるかと思いますが今後とも宜しくお願い

致します。

血液型：AB 型

趣味：スノーボード、ボディーボード

これからもどうぞ宜しくお願いします。
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第 14 回 全国大会実行委員会 ／ 1 月運営委員会

２００８（平成２０）年１月１５日（火）

参加者：富樫（沖縄大学）、伝道（信成苑）、大城（沖縄メディカル）、當銘由香（大浜第一）、

伊禮（池田苑）、當銘寛子（大浜第二）、新垣（屋宜原）、島袋（中頭）、新垣（中

部協同）アダメ（居宅楽寿園）、樋口、野原（那覇市立）

＜全国大会実行委員会＞

１．分科会について

・演題応募数：78 演題 →1 月 19 日（土）研修部会で採否を決定（60 演題に

絞る）

※1 月末までに本人へ通知する

・応募多数のため、５分科会から６分科会へ増やす（60 演題予定）

・抄録集〆切：2 月 28 日（木）

２．参加費前納申込の状況について（平成 20 年 1 月 11 日現在）

・ 20 機関 37 名の方が事前申込み・参加費前納が済んでいる。

・引き続き、地区担当者より各会員へ事前申込み・参加費前納の依頼を行う。

（中北部地区担当：アダメ、島袋 ／ 那覇市担当：樋口 ／ 南部地区担

当：大城）

３．広告・協賛金・寄付金依頼について（平成 20 年 1 月 11 日現在）

・広告申込は６施設。

① 学校法人 智晴学園専門学校 琉球リハビリテーション学院

② おもと会

③ 介護タクシーげんき

④ 医療法人 光風会 北山病院

⑤ 社会福祉法人 育賛会（楽寿園）

⑥ 介護老人保健施設 西原敬愛園

・実行委員で分担し、今月中に依頼先に再度確認、広告依頼の金額見込みを事務

局で集約する。

＊大学：富樫

＊専門学校：村田
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＊老人保健施設：伝道、伊禮

＊高齢者賃貸住宅・有料老人ホーム等：當銘寛子

＊義肢製作所：當銘由香

＊配食サービス業者：川村

＊福祉車両業者：新垣哲治

＊福祉機器業者・居宅介護支援事業所等：（南部）嶺井、吉見

：（那覇市）根間、塩川

：（中北部）比嘉美千子、岡

＊中北部地区クリニック（在総診等）：島袋恭子

＊那覇市内クリニック（ 〃 ）：又吉

＊南部地区クリニック（ 〃 ）：石郷岡

＊製薬会社・医療機器業者：樋口、又吉

＊協会員の病院・施設：（南部）大城／（那覇市）野原／（中北部）アダメ、新

垣、島袋

４．記念講演一般公開について

・ちらしを作成し、広報し参加を呼びかける。一般入場料：1,000 円（予定）

５．20 周年特別企画について

・藤木勇人氏 テーマ：島に根ざす

＞＞次回の日本協会ニュースにプロフィールや講演内容等の紹介を行う予定。

・県協会への貢献者・功労者を懇親会の来賓として招き、感謝状の贈呈を検討した

い。

・県協会設立 20 周年記念誌を作成、H20 年度中に発行したい。

６．役割分担

・次回、拡大実行委員会（コングレ、ＪＴＢ参加予定）を開催し、役割分担を具体

的に行う。

・大会運営マニュアル等の作成

・ コングレ、ＪＴＢ、実行委員会の役割分担を行う。

７．今後の日程：前回資料参照

・沖縄県知事、宜野湾市長へあいさつ ＞＞ 1 月中に行う！又吉で日時調整。

・事務局：講師依頼、来賓依頼、後援依頼（追加）＞＞ 文書発送

日本協会ニュース 3 月号掲載記事作成→〆切：2 月 10 日

書籍販売、出店業者の選定→使用会場の確認（コングレ）、案内文書作成・

発送

分科会座長決定（2 月？：研修部会に確認→依頼文書発送

大会運営マニュアル作成

・大会案内作成・印刷製本（コングレ） → ＪＴＢ？：文書発送

・大会ホームページについて：リンク先が県協会になり、「掲示板」が削除されてい

る？

＞＞松井理事に確認。
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＜1 月運営委員会＞

１． 学習委員会（當銘寛子）

・１月定例会：1 月 22 日（火）14:30～17:30 県総合福祉センター

内容：介護支援専門員と意見交換・交流会

・宿泊研修会：2 月 23 日（土）～24 日（日） 沖縄国民年金健康センターサン

セット美浜

内容：「ソーシャルワークの専門性を確認する 専門性を発揮するために」

講師：松山 真氏（立教大学 コミュニティ福祉学部福祉学科准教授）

＊3 年未満の会員（めだか）は全員宿泊するように呼びかける！

２．日本医療社会事業協会全国都道府県会長会議（平成 19 年 12 月 8 日）参加報告

（島袋恭子）

・会長会議発足に向けて準備を進める。費用負担は、継続して検討していく。

３.今後の日程

・4 団体セミナー：3 月 1 日（土）13:00～17:00 沖縄国際大学

内容：①基調講演

テーマ：「福祉専門職として求められるアイデンティ」（仮称）

講師：高山 直樹氏（東洋大学社会学部教授）

②シンポジウム

テーマ：「市民と協働による地域における権利擁護活動」

＊当協会から、シンポジスト 1 名派遣予定

＜会員動向＜会員数 135 名：1 月現在＞

・入会 同仁病院 新垣 郁恵 ： 承認

同仁病院 知花 扇子 ： 承認

同仁病院 与那覇 梓 ： 承認

次回（第 15 回）拡大実行委員会： 平成２０年２月１２日（火） １９：００～ 沖縄大学

定例会のお知らせ

・宿泊研修会：2 月 23 日（土）～24 日（日） 沖縄国民年金健康センターサンセ

ット美浜

内容：「ソーシャルワークの専門性を確認する 専門性を発揮するために」

講師：松山 真氏（立教大学 コミュニティ福祉学部福祉学科准教授）
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講演会のご案内

内容：高次脳機能障害 相談への対応 事例を交えて（仮）

日時：平成 20 年 2 月 24 日（日）予定 1０：００ ～ 12：００

場所：沖縄市市民会館中ホール

（沖縄市八重島 1-1-1 TEL：098-939-0022

参加費：無料

主催：高次脳機能障害支援拠点機関

対象者：医療従事者および医療・保健・福祉に携わる関係者、学生

問い合わせ：沖縄リハビリテーションセンター病院 高次脳デイケア（渡邉・池間）

（沖縄市比屋根 2-15-1 TEL：098-982-1777 FAX：098-982-1945）

編集後記

気付けば、1 月も終板に近づき、今、私は 2 月号の作成をしているという

現状から「あ、もう 2 月。あ、一年の 1/12 が終わる・・・」と実感して

います。「the time is the same for everyone」という

T シャツのロゴを街中で見かけました。この機会に、新年の目標を立

てたいと思います。（遅い？？）

さて、今回、原稿協力していただきました皆様には、本当に感謝しています。

本当にありがとうございました。 崎枝真琴
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第 47 回 全国自治体病院学会  参加報告 

総合相談センター 医療福祉相談室 仲宗根恵美 

 

平成 20 年 10 月１６（木）・１７日（金）、福井県で行われました、『第 47 回 全国自治体病院

学会』に参加してきましたのでご報告いたします。 

特別講演「社会福祉の視点で生活をみる」（福井県立大学 看護福祉学部社会学科 教授 大塩

まゆみ氏）の中で“医療ソーシャルワーカー（以下ＭＳＷ）は社会福祉の視点で患者・家族と関わ

り、生活環境や生活史を傾聴、理解し生活全体を見ること。そして社会的背景、時代の動向も視野

に入れながら支援する必要がある。生活を改善することが病気の治療にもなり、予防にもなる”と

ありました。社会的苦痛は患者だけでなく家族にとっても大きなもので、身体的苦痛よりも苦痛で

ある。その苦痛、不安を希望に変えられるよう、疾病をきっかけとした患者・家族の生活に関わる

アセスメントをきちんと行えるように、社会福祉専門職としてさらに専門性をアップする必要があ

ると感じました。 

一般演題発表（ポスターセッション）では「地域連携・医療福祉」分科会の『退院支援』で、【緩

和ケアチーム介入により外泊可能となった肺がん患者の事例－医療ソーシャルワーカーの役割－】

を発表しました。“今”しか帰るチャンスがないと判断されたとき、医師、看護師、ＰＴなど他職

種チームの一員として MSW は何が出来るか、何をするべきかを考えることが出来ました。 

緩和ケアチームで関わる患者さんだけでなく、全ての患者さんに入院早期から関わり、治療やチ

ームの目標・方針を共有し、患者の心理的変化を見逃すことなく介入し、不安の軽減を図る。そし

てチームと在宅サービス関係者との連携の中枢を担い、患者・家族が安心して療養できるよう、そ

してチームが安心して引き継げるよう橋渡し役となり、患者さんがより良い療養生活、その人らし

い生活を送れるように支援していきたいと改め 

て思いました。 

発表前日は緊張で落ち着かなく、とりあえず、 

美味しい料理とお酒を頂きながら緊張をほぐし 

ました。それでも当日は緊張して、ポスターを 

指す場所と話している内容が違っていることも 

ありましたが、なんとか無事に発表を終えるこ 

とが出来ました。 
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他の参加者のポスターの作り方や発表の仕方など参考になるものも多く大変勉強になり、限られた

スペース、時間で伝えたいことを伝える難しさも知りました。ＭＳＷの業務を振り返る良い機会で

もありますので、来年度も参加できるよう頑張りたいと思います。 

 

 

11 月定例会報告 
富満明日香（沖縄メディカル病院） 

 
沖縄県ＭＳＷ協会定例会が、11 月 12 日（水）、おもと会とよみの杜会議室で行われまし

た。今回は、那覇市立病院・嘉手納さんが九州医療社会事業研修会かごしま大会の予演を、

南部医療センター・早田さんが事例発表を行いました。 
はじめに、嘉手納さんの「初任者研修としての事例検討会を経験して～沖縄県医療ソー

シャルワーカー協会の取り組み～」の演題発表がありました。入職後まもなく嘉手納さん

が担当した退院支援事例を、経験 10 年以上を有する先輩ＭＳＷに検討・指導を行ってもら

った経緯が紹介され、初心者ＭＳＷがスーパーバイズを受ける重要性、さらに県医療ソー

シャルワーカー教育部門での体制構築や、継続の必要性について考察が述べられ、ＭＳＷ

の資質向上のために何が必要とされているかを再確認することができました。 
続いて、早田さんの事例発表に移り、提出理由、事例概要、支援経過の説明を行い、事

例を振り返っての課題を説明して頂き、 
① 利用者の意向を尊重出来たのか 
② 多職種との連携方法やアプローチの仕方 
③ 利用者家族と調整が困難な場合の働きかけ方法 
と大きく３つの論点を中心に事例検討が進められました。本人の意向を尊重しながら、治

療の継続・治療のための基盤作りというＭＳＷとしての大切な役割を行っている事例で、

ＭＳＷの支援方法や多職種との連携のあり方、利用者と家族の調整の仕方などとても参考

になりました。また、早田さんの支援を分かり易く、的確に分析し、先輩ＭＳＷよりアド

バイスを頂いたことは、事例発表者の早田さんだけでなく、参加した初任者ＭＳＷにとっ

ても業務に生かせる学びの多い研修になりました。 
 ＭＳＷとして仕事をする中で直面する様々な壁に対し、時に迷い、自信を失う事が多々

あります。そんな中でＭＳＷの先輩方と触れ合える時間は、初任者ＭＳＷにとっては、仕

事の方法を学べるだけでなく、心を解きほぐし、また新たに頑張ってみよう！！といった

仕事に対する自信や意欲回復にも繋がります。   
 今後とも、ひよっ子ＭＳＷへのご指導をよろしくお願いします。 
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新入会員紹介 
                               伊集 誠（宜野湾記念病院） 
 
みなさん、こんにちは。今年の 8 月から、宜野湾記念病院で回復期リハビリ病棟担当の相談員として働

いております、伊集と申します。 
この職に就いて約 4 ヶ月経ちますが、朝の全体ミーティングでは未だに緊張して生暖かい汗を流し、病

棟ではさらに生暖かい汗を流し、電話対応では、常に噛みながら日々を過ごしています。しかし、優し

い先輩方、各病院の MSW の皆様からのアドバイスのもと成長できるように頑張っています。この場を

お借りして御礼申し上げます。 
この職に就く以前、私は、デイサービスと宅老所の相談員として働いていましたが、同じ相談員という

名称でも実際の業務は違う部分が多く毎日が驚きの連続です。 
これからも、患者さん、家族さんの視点に立った支援ができるように頑張っていきます。 
今後ともご指導の程どうぞ宜しくお願いいたします。 
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11 月運営委員会 議事録 
 
日 時：平成 20 年 11 月 25 日（火）18：30～／場 所：那覇市立病院/文責：當銘由香 

参加者：樋口・宮良・伝道・大城・伊禮・新垣・當銘寛子・當銘由香 
 
1）学習委員会（當銘寛子） 
①定例会について 
 ＊12 月定例会 12/10（水）北中城若松病院 講堂にて 
  ・家庭医 Dr 川尻による講演 ・脊損協会ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ紹介（未定） 
 ＊1 月定例会 未定・・・PSW 協会との合同学習会「セミナーへ向けて」若しくは事例検討を

予定 
②初任者研修について 
 11/25 現在申込者５名。対象者へ声掛けを行う。３年目以上も希望者は参加ＯＫ 
 医師の講師調整：大浜第一 HP 総合診療科若しくは琉大 HP 
③めだかの学校・・・日程調整中 
 
２）企画委員会（伊禮） 
①20 周年記念誌作成 
 モデルを元に見積り。実施も予算より高い為、数ヶ所の見積もりを取る。 
 タイムスケジュールを次回までに作成 
 ホームページへニュース原稿をアップさせていく。記載していく記事については企画 

委員を窓口に業者と調整する。 
 
３）広報委員会（新垣） 
①MSW ニュース発行について 
 今月担当：宜野湾記念病院・平識         
 
４）事務局（當銘由香） 
①会員動向：変動なし 
②全国大会前納者への返金について 
 次回の発送に文書を添付する。 
 
５）その他 
①九州協議会報告（樋口） 
 ・九州医療ソーシャルワーカー協議会へ名称変更 
 ・中堅者研修：3/7～3/8 長崎県で開催。年明けに要項届く予定。 
 ・鹿児島大会：252 名参加 
 ・次年度以降の持ち回り開催県のリスト配布（別添） 
  沖縄県は平成 22 年に九州大会開催予定。来年は下見を兼ね複数名での参加を検討 
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②全国会長会報告（樋口） 
 ・厚労省の疑義解釈の内容について（別添） 
 ・スクールソーシャルワークの養成認定について 
 ・認定社会福祉士の制度を協会として整備する方針（協会員のみ） 
  都道府県の研修内容も協会の内容に準じて実施し、ポイント制の導入を検討 
 ・全国大会：今回は山形県、次回は長野県で開催予定 
  各県協会のパネル展示を山形大会より再開 
 ・協会名を日本医療ソーシャルワーカー協会へ変更予定 
 ・会員調査協力依頼（データ）あり。H20.7 月末までに提出。 
  ホームページ上でのデータ作成可能か確認を行う 
 
次回運営委員会 日時：12 月 22 日（月）18：30～／那覇市立病院 
        司会：又吉 記録：新垣 連絡係：島袋 
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会員の動向（入会、変更、退会）  無し  会員数：123 名 
 

お知らせ 

12 月定例会 

日時：12 月 10 日（水）14：00～17：00 
場所：北中城若松病院 講堂にて 

 テーマ：家庭医 Dr 川尻による講演 ・脊損協会ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ紹介（未定） 

12 月めだかの学校について 

日時：12 月 18 日（木）１８：３０～（院内の消灯は２１時です） 
場所：ちゅうざん病院 1 階 会議室 
内容：事例検討会を行います。 

 
 
編集後記 
皆様毎日お疲れ様です。寒空のなかいかがお過ごしでしょうか？ 
「真っ赤なお鼻のトナカイさんは～♪」という曲が流れる季節になってきましたね。 
年末に向けて、お酒とのお付き合いも増える時期にもなってきました。 
私はお酒とお付き合いをすると、トナカイを超越して鼻や顔が真っ赤になりますので、見

かけた際は是非、ウコンとお水の提供をお願いします。 
それでは、今月も体調管理に気をつけてお仕事もプライベートも頑張っていきましょう。 
今回、お忙しいなか快く原稿を引き受けて頂いた皆様、ご協力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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