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事務局：沖縄県総合福祉センター西棟 

2 階 小規模団体室  

〒903-8603  

那覇市首里石嶺 4 丁目 373-1  

TEL   準備中  

FAX  （098）893‐1221  

E-mail  Jim.msw.oaswhs@gmail.com  

    

広報部編集担当：崎濱 智子（勝山病院）    

            

  

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
ＭＳＷニュースは毎月初めに  

MSW協会ホームページに更新掲載されています 
http://www.msw-oaswhs.jp/  

  

今年度末でニュースの郵送を終了します。  

ＭＳＷ協会公式 LINE加入のお知らせを 

確認して、加入してください。 

  

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 ☆ｃｏｎｔｅｎｔｓ☆  

  MSW 協会公式 LINE についてのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2  

  トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 

  研修部会からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3～4 

 １月理事運営会議録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5～6  

 ＜休載＞  

 新入会員紹介、研修報告、在宅医療・介護連携報告、自主勉強会報告  

  

  

http://www.msw-oaswhs.jp/
http://www.msw-oaswhs.jp/
http://www.msw-oaswhs.jp/
http://www.msw-oaswhs.jp/
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 ＭＳＷ協会公式 LINEのご案内   

  

今年度末をもって、郵送でのＭＳＷニュース配布を終了し、ホームページ掲載のみとなります。  

毎月初めに公式 LINE でご案内していますので、友だち登録をお願いします。  

  

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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 トピックス   

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

患者の背景把握で支援  外来現場での役割 

沖縄タイムスくらし相談（医療）  

2021 年 1 月 18 日（月）掲載済 

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 奥平藤也  
-----------------------------------------------------------------------------------------  

救急外来の現場には、患者の身元が分からない、あるいは公的医療保険に加入していないという事態

が起こることがある。患者の身元確認や保険加入指導は、実は救急外来で手を尽くされていることが多

い。なかでも身元確認は、患者の意識のあるなしにかかわらず、救急隊員や警察官など関係者の協力も

得ながら対応している。また、救命のかいなく身元不明のままお亡くなりになった場合には警察官にその

後を引き継ぐなどの対応もなされている。 

医療機関の本分は傷病に対する診断および治療であるが、治療後の患者の療養に見通しをつけるた

めに、 検査等から得られる医学的な情報だけではなく、 患者を取り巻く社会背景に関する情報も得て医

療チーム全体で支援している。救急の医師や看護師は絶え間なく搬送されてくる患者の救命にエネルギ

ーを集中するため、社会的な情報把握に長く時間を割くことができない。そこで、ソーシャルワーカーが医

療チームの一員として役割を果たすことが求められるのである。 

まずは救急外来に出向いて患者の思いを伺っていく。すると受診を我慢して自分ではどうすることもで

きず受診した時には重症となっていたり、退職後保険料を払うお金がなくそのままになっていたり、お金

がないので入院できないと言われるなど、受診や入院をきっかけに生活苦の場面に直面することも多い。

ソーシャルワーカーは患者が安心して治療を受けられるよう側面から環境を整えることに当面の主眼を

おき、そのために必要な社会保障制度の利用や協力可能な家族などと連絡を取るなどの援助をしていく。

そのような支援を通じ、患者は退院後の生活の再設計に前向きな気持ちを持てたりすることがある。福祉

とは一見縁遠くみえる救急医療の場面でも、ソーシャルワーカーが関わっている。 

 

＊2020 年度、毎月第３月曜日の沖縄タイムス「くらし相談（医療）」欄に掲載されます。 

皆さんご覧になってください。 

 

研修部たより 

 

■2020 年度 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会初任者研修 A（オンライン） 

対象 実務経験３年未満の者。 

日時 
１回目：2021/1/30（土） 13:00～16:20 

２回目：2021/3/6（土） 13:00～16:20 

参加方法 オンライン（ZOOM） 

参加費 
会員 ：無料 

非会員：各研修１科目につき ３０００円  

備考 ※3/6 のみ受講希望者がいましたら、問合せ先までご連絡ください。 

問い合わせ 
研修部 大久保 

（琉大病院がん相談支援センター TEL：098-895-3331 代表） 
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■福岡県医療ソーシャルワーカー協会 WEB 研修会 

テーマ 管理者研修～０から学べる管理者の視点と考え方～ 

対象 福岡県医療ソーシャルワーカー協会会員、九州各県医療ソーシャルワーカー協

会会員、上記のうち、管理業務を担っている方もしくは、これから管理業務を

担う方 

日時 2021年 2月 6日（土） 14時 30分～17時 30分（予定） 

参加費 会員）無料   非会員）3,000円 

申込方法ほか 参加ご希望の方は、申込フォームまたは E-mail にてお申込み下さい。 

E-mail）msw0913.workshop@gmail.com 

申込フォーム）https://forms.gle/Ahv9jNbUAuP6iRf67 

備考 ・詳細は「福岡県医療ソーシャルワーカー協会」ホームページ 

■医療と行政の地域包括ケアシステムに資する取り組み報告会 

テーマ 医療と行政の地域包括ケアシステムに資する取り組み 報告会 

～介護認定を通して～ 

内容 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会と那覇市ちゃーがんじゅう課によ

り、要介護認定を通して、医療・介護のよりスムーズな連携を模索して

きました。今回、約３年にわたる活動の報告として、機会を設けたいと

思います。 

日時 2021年 2月 12日（金） 18時 30分～ 

参加方法 オンライン（ZOOMウェビナー） 

参加費 無料 

申込方法ほか ・申込はありません 指定の URLから参加してください 

https://us02web.zoom.us/j/89508985900?pwd=bHlPYzR6N3Y3RnBXdWMvc1

NyUnhnUT09  

パスコード：239628 

・詳細はホームページ掲載 

■2020 年度 沖縄県入退院支援連携デザイン事業 専門職研修 

テーマ ヴァルネラビリティ（社会的な脆弱性を有する人）への入退院支援の在り

方 

対象 医療ソーシャルワーカー、地域包括相談支援センター職員、老人保健施設職員 

ほか関係職種等 

日時 ２月２４日（水）１９：００～２０：３０ 

参加方法 オンライン（ＺＯＯＭ） 

参加費 無料 

申込方法ほか ・申込は専用フォームから 

 URL：https://forms.gle/CsHtJwfv639EXkht5 

・詳細はホームページ掲載「開催要項」を参照 

問い合わせ 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 樋口 

TEL／FAX：098-893-1221（直通） 

🌸その他のお知らせ 

九州医療ソーシャルワーカー協会教育研修部公式 BLOG 

「医療ソーシャルワークサプリ from 九州医療ソーシャルワーカー協議会」 

更新中！ 

発行 2021 年 1 月 22 日 

 研修部 大久保 
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 1 月理事会議事録   
-----------------------------------------------------------------------------------------  

２０２０年度 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会理事会 
2021 年 01 月 18 日（月）18：30～19：30 

 場所：＠Zoom  

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

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

大久保 奥平、山城、高江洲、小橋川（書記）、 

【委任者】香村、井上（連絡） 

 

＜各部報告・協議事項＞ 

〔研修部〕   

□初任者研修の開催について報告を受けました。 

・申込者 1/18（月）時点 ９名 （内訳：会員４人、今回入会予定者３人、非会員２名 ） 

・ホームページ、ＰＤＦの申し込み先の修正を広報部でおこなう 

〔広報部〕  

□ MSW ニュース 2 月号編集担当；崎濱さん（勝山病院） 

□ 協会公式 LINE 加入者数：111 名（1/16 現在） 

□ 協会ホームページアクセス数  12 月；1,033 件（11 月；1,525 件） 

 アクセス割合 PC；48％ スマートフォン；52％ 

〔社会活動部〕   

□ ソーシャルワーク学会の進捗状況報告を受け意見交換を行いました。  

・1/19（火） 中頭病院 宮城さん ソーシャルワーク協議会へ参加予定 

・アンケートの回答数が少ないため理事を中心に呼びかけていくことを確認しました。 

〔事務局〕  

□入退会報告 

入 会 届 ：  1 人 

所属先変更：  0 人 

退 会 届 ：  1 人  退会届のＦＡＸ待ち 

□沖縄県ソーシャルワーカー協会の銀行の名義変更の完了 

 

＜その他 報告協議事項＞ 

□理事会：那覇市ちゃーがんじゅう課との定例会議報告を受け意見交換を行いました。 

報告会の開催を準備中で案内文を作成しＨＰとＬＩＮＥ案内を予定しています。 

日 時：2021/2/12（金）18：00～（ＷＥＢ開催）予定 

場 所：Ｗｅｂ参加 （発信場所は那覇市役所） 

□沖縄県入退院支援連携デザイン事業：事業の進捗について報告を受け意見交換を行いました。 

①「心得パンフレット・ポスタ―・クリアファイル＞市町村・関係機関等に送付済 

 ・各圏域での説明については、各地区医師会と日程調整中  

②専門職研修：1 月 14 日（木）14：00～16：00 事務局打ち合わせ（樋口、大久保、田福） 

日 時：2021/2/24（水）18：00～ ZOOM ウェビナー （ホスト・進行のみ集合） 

対 象：MSW・退院調整看護師、包括・老健等職員、コーディネーター、その他関係職種 

講 師：玉木千賀子氏  

テーマ：「ヴァルネラビリティへの入退院支援のあり方」 

  申し込み：Google フォーム、締め切り： 2021/2/15（月）12：00 

□ 沖縄県健康長寿課：沖縄県がん対策推進計画検討会構成員の推薦について報告を受け承認しました。 

推薦者：調整中 
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任 期：2021 年 2 月（予定）から 2 年 

開催回数：年 1～3 回（訳 2 時間/回）程度 

□沖縄県ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協議会：沖縄県ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協議会の報告を受け意見交換を行いました。 

□理事会：新型コロナ感染拡大による直近の入退院支援に関連する医療提供体制について意見交換を

行いました。 

 

※次回理事会 2021 年 02 月 15 日（月）19：00～ ＠沖縄県総合福祉センター  

司会：新垣  書記：高江洲  連絡：長   

 

議事録署名人   新垣 哲治   

 

 

  

☆編集後記☆彡  

  

コロナウイルス感染症が国内に発生して１年経過し、感染対策強化しながら、日常生活の中の少しの変

化に目を向ける余裕を持てたらと思っています。北部は春の訪れを知らせる桜が咲き、草花に囲まれる自

然に癒しを求め、皆様が健康で安心して過ごせるよう願っております。  

編集にあたり、慌ただしい声掛けにも原稿をお寄せ下さった皆様に感謝申し上げます。  

  
  
  

  
  
   

  
  

http：//www.msw-oaswhs.jp/  

  

  


