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会長 樋口 美智子（那覇市立病院）

新年あけましておめでとうございます。昨年は、会員の皆さんのご協力で、当協会の事
業を滞りなく推進することができました。役員を代表して心からお礼を申し上げます。あ
りがとうございました。
平成２１年度も残り少なくなりましたが、今年度大変成果があったのは、やはり事例検
討を中心とした研修会に力を注いだことだと思います。プリセプター制により、中堅者が
初任者の事例作成の指導を行い、事例検討会を行いました。事例検討は、私達の仕事の中
身を検証する上で大切な過程ですし、ソーシャルワーカーとしての資質向上に欠かせない
ことです。初任者も中堅者も、またスーパーバイザーの役割を務めた者も、それぞれに大
変勉強になりました。
毎日時間に追われるように業務を行っている中で、実践を振り返り、まとめて発表するこ
とには、大変な苦労があると思います。しかし、これはプロフェッショナルな相談援助職
ならば、続けていかなければならないことです。
患者さん・ご家族は元より、他職種や所属機関、地域から求められるソーシャルワーカ
ーとして、広い視野と専門的知識・技術・態度を学び、
「ゆるぎないソーシャルワーク」を
実践できるよう研鑽を積んでいきましょう。
平成２２年１１月には、九州医療ソーシャルワーカー研修会沖縄大会を主催します。一
人一人が協会活動へ目的を持って参加していただけることを期待しています。来年度も会
員の皆さんのご協力をよろしくお願いします。
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宿泊研修『ソーシャルワーク援助技術』参加報告
ハートライフ病院

望月祥子

12 月 12 日～13 日、やんばる多野岳にあるホテルタ二ューにて福岡医療福祉大学人間社
会福祉学部教授の大垣京子氏を講師に迎え宿泊研修が開催され、実践の場で使える援助技
術、『解決構築アプローチ』を学びました。
さて、私自身は解決構築アプローチの研修に参加するのが５回目だったと思います。い
ろんな面接技術を学ぶ機会がありますが、実践の場で実際に活用してみて、その効果に驚
き、できる限り『解決構築アプローチ』を活用しながら面接にあたっています。何度でも
研修を受けたいと感じています。
普段業務にあたっていて次のようなことがありませんか。
＊説明したのに、理解してもらえない。指示したことがやられていない。
＊面接やカンファレンスで方針が決まったのに、数日後やっぱり変更して欲しいと方針が
変わってしまった。
＊家族何名かと一緒に面接したが、意見が分かれて方針が立てられない。
など、何故だろうと悩むことがあると思います。MSW はクライエント（患者・家族）
が主体的に「どうしたいか」を援助していきます。
『解決構築アプローチ』の技術を使うこ
とで、上記のようなことが極端に減り、援助期間が最短になったと実感しています。これ
まで援助が終結した時に患者・家族から「ありがとうございました。
（教えてもらってあり
がとうございました。）」とお礼を言われていました。この援助技術を活用してからは、
「MSW と今日話ができて、良かったです。ありがとうございました。
（自分の考えが分か
りました。）」とお礼を言われることが多くなりました。
研修の中で一番印象に残った先生の言葉を紹介します。
「面接の責任は MSW にある。人
生の責任はクライエントにある。」です。素敵な援助技術なので次回『解決構築アプローチ』
の研修が開催される時には、皆さん是非参加してみてください！

【研修風景】

【研修後の交流会】
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那覇市立病院の想い出・・・
元那覇市立病院総合相談センター

山戸（與那嶺）美咲

だんだん朝夕肌寒くなってきましたね。皆さん、お久しぶりです！私のことを覚えてい
ますか？平成２１年８月まで那覇市立病院に医療ソーシャルワーカー（MSW）として勤務
していた與那嶺美咲です。なんと９月に耳鼻咽喉科医 山戸章行（元琉球大学病院研修医、
現大阪大学医学部附属病院勤務医）と結婚し、「山戸美咲」と名字が変わりました。（遠距
離恋愛の発展には、電子カルテでおなじみの＜くじらメール＞が素敵な使われ方をしてい
ます。感心がある方、相談室・連携室のスタッフに聞いてみてくださいね。）さて、今回は、
私の１年５ヶ月間の那覇市立病院の想い出についてお話したいと思います。
私にとって人生で初めての仕事であった MSW の仕事は、思った以上にハードで、毎日
朝早くからかかってくる患者さん・ご家族、関係機関からの電話対応・転院調整、院内の
スタッフからの相談援助依頼の PHS のコール、相談室での面接、カンファレンスへの参
加・・・とめまぐるしく１日がながれ、昼ご飯を食べるのも 15 分間で、帰宅して布団に入
ると夢に出てくるのは仕事（担当している患者さんやご家族）の気になること・・・とい
う毎日を過ごしていました。そのような中で頑張ってこられたのは、院内で働くスタッフ
の皆さんの暖かい「頑張っているね～」という声かけや一緒に働く相談室・連携室の同僚、
先輩、上司のおかげでした。
そしてこの場を借りて、那覇市立病院で今この時にも、一人一人の患者さんのために走
り回って医療に携わっているスタッフの皆さんにエールを送りたいです。患者さんとの関
係は美しいものだけでは決してなく、ときには人間性を問われているような瞬間や、心が
くじけそうな瞬間も多々あると思います。しかし、私が市立病院で学んだことは患者さん
やそのご家族のことを一番に考え行動するガッツです。忙しい日々の業務、病院の機能、
それぞれの立場の中で、医師や看護師、技師職、事務職が連携して命を支える暖かいハー
トが、これからもずっとずっと那覇市立病院にありつづけますように。1 年５ヶ月間でし
たが、出逢えた皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。またいつかどこかで一緒に働ける
日を願って・・☆ 本当にありがとうございました。

いいお話のあとでなんですが・・・
“宿泊研修のウラ？話”
宿泊研修には懇親会････というものが。
講師の先生は沖縄大好き・泡盛大好きです。
夕食の後は余興もありました。無茶振りしたにもか
かわらず、
「依頼された余興は断ったことがない！」
とトップバッターで先生が余興。非常に盛り上がり
ました。写真は綾小路きみまろの DVD に釘付けの
貴重画像。昨年の全国大会終了後にきみまろと遭遇
し、協会メンバーが多数出演しています。
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後ろ姿の方は誰？？

北中城若松病院 相談課の紹介
※2009 年 3 月号にも掲載しましたが、スペースが余ったので・・・

【 １段目（ﾚﾃﾞｨｰｽ） 】
池間ゆかの・島袋恵理子
【 ２段目（メンズ） 】
比嘉重治・大嶺洋（相談課主任）
・香村真範
※Ｈ２２年１月より「男性 MSW」勤務予定！
相談課（室）で男性が多いところは珍しい？
主任はなぜ女性を採用しなかったのか・・・
それは・・・
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１２月運営委員会議事録
日 時：平成２１年１２月２２日（火）１８：３０～

場

所：那覇市立病院

参加者：樋口美智子、新垣哲治、當銘由香、宮良あさの、伝道肇、又吉智子、大城則子、
アダメいづみ、伊禮智則、石郷岡美穂、島袋恭子、岡千佳代、當銘寛子（記録）
１．学習委員会（當銘寛子）
◇１２月宿泊研修会終了。宿泊参加１７名、半日参加６名。アンケートは後日報告。
◇１月定例会→『交通事故被害者生活支援教育研修』１／９（土）へ振替。
◇１１月めだかは１月中旬に日程調整中。

事例提供者：野原（小禄病院）の事例検討

事例検討残り２題は２月・３月に開催調整していく。
◇Ｈ２１年度初任者研修会

２／７・２／２８開催予定。参加申込５名。

対象者への声かけすすめる。
◇がん地域連携パス研修会

地域連携室連絡会議と共催にて、日程調整すすめる。２月頃。

２．広報委員会（新垣哲治）
ＭＳＷニュース１月号

編集担当：若松病院

香村

與那嶺（元・那覇市立病院）の記事を追加掲載するか調整中。
３．企画委員会（伊禮智則）
◇２０周年記念誌

樋口会長の原稿最終チェックを済ませ、年内には印刷業者へ提出予定。

奥川幸子氏の原稿も確認済み。
◇ソーシャルワーカー４団体交流会

１／１６（土）１８：００～

担当：嘉手納（那覇市立）
・宮城（中頭病院）

ぱいかじ沖国大前店

企画委員より選出済み

４．ソーシャルワーカー協議会（伝道肇・アダメいづみ）
◇交流会

２０名程動員

◇社会福祉セミナー

めだかのメンバーを中心に声かけしていく。

２／２０（土）

参加料￥５００（講師代含む）

案内・チケットは１月予定。
◇アクション委員会

介護保険についての新聞投稿

１月までに原稿をまとめる。

意見集約急ぐため、会員からの声をつのる。
５．事務局（當銘由香）
◇１／９（土）午前～午後開催『交通事故被害者生活支援教育研修』
講師確定。グループワークはプログラム都合上削り、講義に置き換える。
参加申込２４名。最大５０名まで。（目標人数３０名以上）
◇九州大会

会場下見済み。①産業センター②結の街③県社協が候補。

６．その他

（樋口美智子）

◇なごみ会

Ｈ２２年夏頃、（仮）健康フェア開催企画。当協会でも企画が必要。
案：ブースを設け、
“医療福祉相談コーナー”開催。がん相談連携の案内等。
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◇協会宛に社労士・大城氏より入会希望のメールがあった。樋口会長が意向を確認し、
再度協議する。協会としては、障害年金についての講義を依頼できるか提案したい。
１月運営委員会

１／２６（火）

連絡係：伊禮

１８：３０～ 那覇市立病院

司会：樋口

記録：島袋

～ お知らせ ～
【 学習委員より 】
１月定例会 →『交通事故被害者生活支援教育研修』へ振替。
１／９（土）

１０時～１６時

参加申込まだの方はお急ぎください。

２月定例会 →社会福祉セミナーと下記研修会へ振替
『がん地域連携パス研修会』

２／１０（水）１９：００～

『社会福祉公開セミナー』２／２０（土）午後

那覇市立病院

沖国大

１１月めだか →１月中旬に調整中。
事例提供者：野原（小禄病院）

【 会員の動向 】

バイザー：島袋（中頭病院）

【 はいさいワーク 】

ともにありません。
【 編集後記？ 】
個人的な話ですがお付き合いください。最近、２６年の人生を振り返るべく、そしてこ
れからをどう歩んでいくべきか考えるきかっけにしようと「オーラ診断」に行ってきまし
た。
写真・名前・生年月日・住所のみで占う（ユタのように）のですが、前世や守護霊、過去
のこと、そしてこれからのことをアドバイスしてくれます。
私は、仕事・家庭・健康面・金銭運、その他プライベートな悩みを相談しました。
ちなみに、私の前世は「１８世紀イギリスの男性画家」だそうです。私に関して言えば、
前世を今世に持ち込んでいないそうで、そのためか美術の成績は小中高と「２」でした。
身近でも「オーラ診断は当たる」と評判です！興味のある方は是非ど～ぞ！！
１時間５千円しますが・・・。
最後に、年末のお忙しい時期に原稿依頼を快く引き受けて頂いた皆さん、ありがとうご
ざいました。本年も、皆様にとってよい年になりますように m(__)m
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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「MSW を対象とした交通事故被害者生活支援教育研修」を終えて
大浜第一病院

當銘由香

1 月 9 日（土）に開催された上記研修会は、２７名と弱冠少ない参加者ではありましたが、無事に終
了することができました。
この研修会は、（社）日本損害保険協会の自賠責運用益拠出事業より資金提供を得て、医療ソーシャ
ルワーカーを対象に全国で開催される研修の一つとして開催されました。
うちなータイムで多少開始が遅れましたが、樋口会長の挨拶を皮切りに、午前中は、高良宏明先生（ク
リニック安里整形外科医師）の調停委員の立場からの裁判の話や辺土名和一氏（自動車事故対策機構沖
縄支所マネージャー）の自動車事故対策機構の紹介・自賠責での利用可能な制度の紹介、金城辰也氏（元
那覇市立病院事務）の病院現場における書類の実務的流れの説明と MSW として知っておくと役に立つ
内容の講義を行ってもらいました。
午後からは、沖縄脊髄損傷者連合会の上里一之氏から実体験やピアサポートへの相談内容・活動紹介を
行ってもらい、最後は沖縄メディカル病院の大城則子氏から短期療養施設としての苦慮や現状などにつ
いて話をしてもらいました。
医療の現場で働く私達 MSW は、交通事故での被害者・加害者と何らかの形で接点はあるはずですが、
制度や手続きの流れを知らないことで、クライエントとして関わる際に相手に不利益を蒙ることもあり
ます。直接接点がなかったとしても、「知る」ということは、今後支援を行っていく上で MSW の財産
になると信じています。
プログラム立案の時点で時間配分や講義内容について不安はあったのですが、参加者のアンケートから
「参加して良かった」との声が多く、この研修を

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

企画してよかったと思いました。

研修会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

この事業は３年受託事業で今年度が１年目です。

ソーシャルワーカー４団体交流会報告・・・・・・・２

次年度若しくはその次の年に再度研修を行う機会

病院紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

があるかも知れません。その際は、早めに広報し

運営委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・４

ますので、多くの会員の方に参加して頂きたいと

はいさいワーク、お知らせ・・・・・・・・・・・・５

思います。
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ソーシャルワーカー４団体交流会に参加して
中頭病院
宮城 幸之佑
去る１月１６日（土）、沖縄国際大学近く居酒屋にてソーシャルワーカー4 団体交流会が
行われました。
「福祉だよ！全員集合～！！」をテーマに約４０名近くの方が参加し、沖縄
県医療ソーシャルワーカー協会からは５名の参加がありました。
今年の４団体交流会は、那覇市立病院の嘉手納氏と新垣病院の金城氏の司会で始まり、
業務後の解放感からか皆さんテンションが上がりっぱなしで、開始直後から大盛り上がり
でした。その中でも、
『伝言ゲーム』では２０名程の２グループに分かれ、沖縄県精神保健
福祉士協会の歴史や社会福祉士会に纏わることについて後者へ正確に伝え、速さを競い合
うという内容でしたが、思いのほか上手く伝わらず大爆笑の結果となりました。
仕事の話題も尽きず、熱い想いを聴くことができ、お互い抱えている悩みを分かち合う
ことができました。交流会を通して先輩方と楽しくお酒の場を共にし、語り合うことで元
気をもらうことができました。
４団体の中で沖縄県医療ソーシャルワーカー協会の参加が少なく感じました。次年度は
多くの方と参加できたらと思います。
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病院紹介：ちゅうざん病院
仲地
宮良副看護部長

Ａ

新垣

先生

美鈴

Ｃ

Ｂ

将来の夢
「認知症になっても安心して生活できる街に住むこと」
誰でも認知症になる可能性がある。
何らかの障がいとともに生活することになるかもしれない。
そうなったときにも安心して住むことのできる環境、守られているという安心感を広めることがで
きるとよいと思います。
仲地
仕事を通じて人生を考えています。人生は難しい。

ＭＳＷ

嘉陽

聡

先生

美由紀

地域医療連携室の立上がりました。室長の仲地先生や看護師の宮良さんが配置されたこと
で、医局や病棟がぐっと近づいた様な気がします。急性期病院への回診へ参加できたり、ク
リニックや診療所との具体的な連携方法を構築したり、今後もおもしろい展開が待ち受けて
います。吉とでるか凶とでるか不安ではありますが、
“Change”に関わることはわくわくし
ます。

ＭＳＷ

新垣

美鈴

ちゅうざん病院へ入職して 2 年がたとうとしています。日々の業務をこなすことに精一杯
でＭＳＷとして何か忘れている気がします。自分自身に余裕が無いと、考え方が狭くなりが
ちなので、生活が仕事だけにならないように今年は、趣味を見つけてＱＯＬ向上に向けて取
り組もうと考えています。

ＭＳＷ

この６名で地域医療連携室をもりあげていきます！
そこで問題です。Ａ・Ｂ・Ｃの名前は分かりますか？
答えは編集後記にて！

ＭＳＷ

3

伊佐

奈津美

新城

麻理子

１月運営委員会議事録
日時：平成 22 年１月 26 日（火）

18 時半～

場所：那覇市立病院

参加者：樋口美智子、宮良あさの、伝道肇、新垣哲治、石郷岡美穂、當銘由香、
當銘寛子、島袋恭子（記録）
１）学習委員会（當銘寛子）
① １月定例会

→「交通事故被害者生活支援教育研修会」へ振替

② ２月定例会

→「がん地域連携パス研修会」２／10
「社会福祉セミナー」２／20

③ ３月定例会

→

④ めだかの学校

へ振替

１／16 済み

⑤ H21 年度初任者研修会
２）広報委員会（新垣哲治）

バイザー：島袋（中頭病院）

２／７・２／28 開催予定。参加申し込み
MSW ニュース発行について

編集担当：伊佐（ちゅうざん病院）

３）企画委員会（伊礼智則）
①20 周年記念誌

完成済み。

４）ソーシャルワーカー協議会（伝道肇・アダメいづみ）
社会福祉セミナー

２／20 各団体へチケット配布済み。

アクション委員会

新聞へ２月に掲載予定。

５）事務局（當銘由香）
①

ソーシャルワーカー４団体交流会

②

九州大会

28 名参加。

会場下見済み。

６）その他
九州大会について
※次回運営委員会

2７名

社会保険労務士より講義を予定。調整中。

事例提供者：野原（小禄病院）

2 月号

参加者

会場、講演・ワークショップの内容について。
日時：２月 23 日（火）

司会：伝道肇

18 時半～／那覇市立病院

記録：新垣哲治

4

連絡係：岡

５名。

「はいさいワーク」

NO．２９（平成２２年１月２９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。
＊求職中：
＞＞＞新卒者・既卒者の履歴書を預かっていますので、コンタクトを取りたい方は、市立病院まで連絡を。
① 野原

若菜：沖縄国際大学人間福祉学科卒、平成２１年３月

② 運天

都子：平成２２年３月

社会福祉士取得

沖縄国際大学人間福祉学科卒業見込み

③ Ｓ・Ｒ（女性）：平成１９年４月

日本福祉大学通信教育学部卒

～お知らせ～
学習委員会より
◇２月定例会→社会福祉セミナーと下記研修会へ振替
『がん地域連携パス研修会』

２／１０（水）１９：００～

『社会福祉公開セミナー』２／２０（土）午後

那覇市立病院

沖縄国際大学

◇ 平成２１年度初任者研修会
前編２／７（日）・後編２／２８（日）

那覇市立病院

初任者以外の会員へも公開します。受講料：前編・後編

各￥１０００

全日程参加、前・後編どちらかの参加でもかまいません。
講義内容：『医学講座』『病院組織とソーシャルワーク業務の運営管理』
『ＭＳＷの視点・価値・倫理』『チーム医療』
『記録・アセスメントについて』『実践事例の書き方』『事例検討会』
＊充実した研修プログラムとなっています。ぜひ御参加ください。

◇ ２月めだか

日程調整中

事例提供者：新城麻理子（ちゅうざん病院）
バイザー：川村敦（地域相談センター小禄）

【会員の動向】 変化はありません。
編集後記
答え）
Ａ：嘉陽 Ｂ：伊佐 Ｃ：新城 でした！
お忙しいなか、原稿作成を快く受けていただき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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事務局：大浜第一病院

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会
MSW ニュース

〒902-8571

TEL （098）866‐5171
FAX

３月号

（098）864‐1874

E-mail

2010 年 3 月 2 日発行

那覇市安里１－７－３

編

t-matayosi＠ns.omotokai.jp

集：宮城
秦

幸之佑（中頭病院）
克

之

平成 21 年度社会福祉公開セミナー参加報告
大浜第一病院 松田

聡子

今回の社会福祉公開セミナーはインドより 2 名の講師を招いて、
「インドにおける社
会福祉教育と実践」と題して D.K .Lal Das 氏によるインドの社会福祉教育についての
講話。「南インドにおける障害者の自助グループ構築による貧困撲滅」と題し Raja
Pratap Kumar 氏の農村貧困撲滅プログラムについての講話を高嶺豊教授の通訳にて
進行、活発な質疑応答の中、充実した内容となりました。
中でも興味深かったのは障害者自助グループによるプロジェクトについてですが、イン
ドは人口約 10 億 8 千万人と世界第 2 位の人口を持つ途上国で、プロジェクトを実施
したアンドラ・プラデシュ州は人口 7.620 万人。プロジェクトの実施機関は 25 名の
理事からなる国の組織で会長は州の首相。州内農村部貧困層の生活の質の改善、貧しい
人達による自主管理組織と自助グループ、村落組織、小地区連合体の設立を目的とし、
主な介入としては■生活支援■障害者と介助者の制度構築■地域に根ざしたリハビリ
テーションによるサービス■保健と教育の出先機関の統合促進等があげられていまし
た。生活支援では衣服縫製訓練や家畜の世話、機織りの場面、リハビリテーションでは
母親に ADL 訓練を行う早期介入プログラムや、貧困者・孤児・障害者の為のホーム、
知的障害者の為の特別支援施設、等がスライドで紹介されました。
このプロジェクトは既に 7 年が経過しており、問題点としては政治家による圧力や障
害者の入学を嫌がる学校側の対応、偽の障害者やリーダーの継続性等が上げられ、私達
が直面している社会福祉の問題、雇用問題
等、内容の相違はあるにせよ共通する問題

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

点も多く、また私自身インドの社会福祉に

研修会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・･１

ついての講演は始めてで貴重な時間となり

新入会員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

ました。

病院紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

今回参加できなかった会員の皆様、次年度

運営委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・4

は是非足を運んで下さい！貴重な講演が聴け

学習委員からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・5

ますよ～。

1

新入会員紹介
嶺井第一病院 親川

沙矢

こんにちは。
去年の１２月から、嶺井第一病院の相談員として勤務しております親川沙矢と申しま
す。私は一般病棟を担当しており、短期間の間に多くの患者様と出会いました。入職し
て約３カ月、先輩や他種職の方々の良きアドバイスを頂きながら、日々奮闘しておりま
す。
入職当初よりは、業務の流れを理解し、患者様や家族との関わりも増え、楽しめる
ようになってきました。
まだまだ新人ですが、積極的に研修会などに参加して、自分の知識を増やし学んで
いきたいと思います。
笑顔の絶えない頼れるワーカーになれるよう頑張りますので、宜しくお願いします。

2

中頭病院

医療相談室の紹介

こんにちは中頭病院の秦です。
今回は中頭病院の相談室メンバーの紹介をさせていただきます。
私が相談室のメンバーを密かに動物でたとえて呼んでいるので少し公開します。
それぞれの特徴を押えていますので参考にして下さい。
島袋主任

ラム（羊）：かわいいと言うには微妙な羊の人形を持っていたため命名しま
した。（上段左から二番目）

秦 鼠：ネズミ男のイメージから命名、ぽいです。（上段右から二番目）
嘉陽 フォックス（狐）：たまに人を化かします（上段左端）
宮城 牛： はい、そのまんまです。気性の荒い闘牛ではなく離島にいる道に止まって
車を止めるようなゆったりとしたタイプです。（下段右）
伊波：ハムスター

混乱すると同じ所をクルクル回るため命名（下段左）

犬っぽい知念事務長も一緒です。
（上段右端）

3

２月運営委員会議事録
日時：平成 22 年 2 月 23 日（火）18：30～／場所：那覇私立病院／文責：新垣哲治
参加者：樋口・大城・宮良・伝道・當銘由香・當銘寛子・島袋・新垣
１） 学習委員会（當銘寛子）
①定例会について
＊2 月定例会

社会福祉セミナー（Ｍ協会から４６人事前チケット購入）
・がん地域連携パス研

修会
＊3 月定例会

３月２４日（水）宜野湾記念病院

「障害年金の基礎知識」

18：30～

大城恒彦（社会保険労士・行政書士、オーシャン事務所）

＊４,５月定例会内容検討（１０年度診療報酬改定等）
②めだかの学校
２月２６日（金）
事例提供者：新城麻理子（ちゅうざん病院） バイザー：川村（地域相談センター小緑）
３月めだか
事例提供者：西田悠紀子（琉大付属病院） バイザー：又吉智子（大浜第一病院）
＊平成 21 年度初任者研修会報告
平成 22 年 2 月 7 日（日）６人参加

次回 2 月 28 日（日）を予定

２）企画委員会（伊禮）
①20 周年記念誌について
総会時に配布予定
３）広報委員会（新垣）
①MSW ニュース発行について
今月担当：中頭病院

宮城幸之佑

４）事務局（當銘由香）
①会員動向：2 名脱会

2 人入会申し込み

②JDB 地域フォーラムｉｎ沖縄 賛同団体への承諾
献血推進事業への参加協力依頼について
５）その他（伝道）
①沖縄県 SW 協議会
＊毎月第３水曜日 18：30～那覇市立病院で調整
＊９月ハンセン病全国大会への参加について
②健康県民フェスタ実行委員選出について（樋口）
初回は樋口が参加しその後、委員を選出
③九州医療ソーシャルワーカー研修会

沖縄大会プログラム（案）報告

会場予定地条件報告・検討

4

学習委員会よりお知らせ
３月定例会
『障害年金の基礎知識』
講 師：社会保険労務士・行政書士
日 時：平成２２年３月２４日（水）１８：３０～
場 所：宜野湾記念病院（予定）
社会保険労務士の方を講師にむかえ、講義していただきます。ＭＳＷとして業務上
必要な知識が学べる講義になると思います。多数の参加をお待ちしています。
＊通常の定例会とは日時が異なりますので、ご注意ください。

４月定例会
日 時：平成２２年４月１４日（水）１４：００～

予定

①（調整中）診療報酬改訂に関する勉強会
平成２２年診療報酬改訂のポイントや介護保険との医療連携に関わる
加算等の内容について勉強会を行います。
②各委員会ミーティング

めだかの学校
日 程：調整中
事例提供者：西田悠紀子（琉大病院）
バイザー：又吉智子（大浜第一病院）

会員の動向
入会

１名（嶺井第一病院・親川 沙矢）

退会

２名

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
お忙しい中、原稿を引き受けて下さった皆さんありがとうございました。
冬のオリンピックも無事閉会しましたね。仕事を終えテレビに釘付けになる方も多かっ
たのでは・・・寒くなったり、暖かくなったりと体調を崩しがちなこの時期ですが皆さ
ん体調には気をつけてくださいね～。
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事務局：大浜第一病院

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会
MSW ニュース

〒900-0005

TEL （098）866‐5171
FAX

4 月号

（098）864‐1874

E-mail

2010 年 4 月 1 日発行

沖縄県那覇市天久 1000

編

t-matayosi＠ns.omotokai.jp

集：新垣

哲治（中部協同病院）

初任者研修報告
中部徳洲会病院

金城

江里菜

平成 22 年 2 月 7 日（日）
・2 月 28 日（日）の 2 日間、那覇市立病院を会場に医療ソーシャルワーカ
ー初任者研修会が行われました。
1 日目は、
『医学講座』
・
『病院組織とソーシャルワーク業務の運営管理』
・
『MSW の視点・価値・倫理』
という 3 つの題材を基に講義を行っていただきました。2 日目には、
『チーム医療』
・
『記録・アセスメン
トについて』
・『実践事例の書き方』・
『事例検討会』という 4 つの題材にて研修を行いました。
『医学講座』には、大浜第一病院の外科医、仲里秀次先生を迎え、主に癌患者に対する医学について
教えて頂きました。一医療人として、医学に対する知識も重要になってくることを学び、とても分かり
やすく説明していただき非常に興味深い講義となりました。
『病院組織とソーシャルワーク業務の運営管理』には、樋口美智子氏にて講義を行っていただきまし
た。各病院の形態や法人、病院内での私たち自身の位置を把握することが重要なことだと知りました。
それぞれの病院に特色が有り、それぞれの法人に目的や理念があること。自身の勤務する病院について
再度知る必要があると感じました。
『MSW の視点・価値・倫理』には、宮良あさの氏にて講義を行っていただきました。倫理要綱を読
むことで、何気なく行動していた自身を再度見直すきっかけとなりました。また、私たち MSW は、専
門的知識や技術を用い、援助者に対し支援していくという倫理責任があります。そのために、様々な知
識や技術を習得できるよう日々努力しなければいけないということを実感させられました。
『チーム医療』については、又吉智子氏にて講義を行っていただきました。私たちが支援を行ってい
く中で、他職種との連携は非常に重要なものとな

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

ります。チームで支えていくこと、チームで取り

初任者研修会報告・・・・・・・・・・・・・・1、2

組むことの必要性を実感させられました。また、

定例会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

他職種間との密なコミュニケーションが大切にな

地域フォーマル参加報告・・・・・・・・・・・・・３

ってくるということも学びました。

運営委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・４

『記録・アセスメントについて』は、島袋恭子

定例会、めだかの学校のお知らせ

氏にて講義を行っていただきました。事例を基に

はいさいワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・５

記録を取ってみるという実践的な講義でした。実
1

際に書くことで頭に入りやすく、また書き出していくことで様々な情報が得られること、その人の困っ
ていることや使える社会資源がすぐに把握出来ることを知りました。
『実践事例の書き方』は、大城則子氏にての講義でした。事例を第三者にも分かりやすく記入するこ
とが、自身の事例を見つめ直すことにもつながるということを学びました。日々のケース記録をしっか
り取ることがとても大事だということを感じました。
そして研修の最後は、
『事例検討会』でした。今回は私が事例提出者で、私が直面した困難な事例を
発表しました。今回提出した事例は、私自身患者さんとの関わり方に常に疑問を感じながら、戸惑いな
がらの事例で有り、援助者として自信のない事例でした。その為、皆さんからどういった意見が出るの
かすごく不安に感じながらの発表でした。
しかし、皆さん非常に一生懸命で真剣に考えていただき、様々な意見を交わすことができました。皆
さんの意見から、今まで気付かなかった新たな発見がありました。MSW は、様々は視点を持つこと、
様々な角度から働きかけることの重要性を学ぶことが出来ました。
今回の初任者研修に参加して、MSW の業務はすごく深いと感じました。様々な知識や技術が必要な
こと、様々な視点が必要なこと。とてもやりがいのある業務だと思います。また、事例検討会に参加し
て、私がぶつかった壁を皆で検討出来る場があることがとても素晴らしいことだと実感させられました。
今回の初任者研修会を開催して頂いた皆さん本当にありがとうございました。

3 月 MSW 定例会報告
勝連病院

吉見達雄

去った 3 月 24 日（水）
（１８：３０～２０：００）に、宜野湾記念病院で「障害年金の基礎知識」の
テーマのもと、オーシャン事務所・所長の大城恒彦さんによる講義が行われた。大城さんは、社会保険
労務士と行政書士の資格をもとに事務所を開業されており、会社の就業規則作成や幅広い年金の申請相
談業務をされている、いわば障害年金の専門家である。
90 分間の講義の中では、公的年金の種類・受給要件・併給調整・診断申立書の書き方などをポイント
を押さえて説明された。
障害年金の申請は、特に医療機関に所属している MSW としては、相談者の生活を聴き集め、主治医
の診断書記入に活かす必要がある。ｓｗの動きにより、場合によってはもらえないと思っていた年金が
もらえたり、早期の受給や加給することもある。例えば、基本的には、初診日から 1 年 6 ヶ月を経過し
た日からが年金の申請になる。しかし、脳出血などの脳血管障害の場合は 6 ヶ月以上経過し症状固定し
た日からの診断書作成が可能のため、ｓｗが相談者と医師との架け橋となるべく受給できるよう動く必
要がある。
今回の研修に参加し、ｓｗとして大城さんのような専門職の方と連携をとりながら相談に応じられる
ということは、利用者からしても心強いｓｗなのではないかと思った。研修を企画してくれた、学習委
員の方々ありがとうございます
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「輝け！みんなの条例

ＪＤＦ地域フォーラムｉｎ沖縄

利条約の完全批准にむけて、届け！島んちゅの声！」

障害者権

へ参加して

大浜第一病院

當銘由香

3 月 27 日（土）13 時～嘉手納町中央公民館にて上記フォーラムが開催され、参加した。
このフォーラムは、障がい者の差別を禁じ、権利を守る「障がい者の権利条約」を目指す『障がいのあ
る人もない人もいのち輝く条例づくりの会』が主催。
初めに、日本障害者協議会常務理事の藤井克徳氏より障害者権利条約が国連で発効され、その後も人権
に関する条約が採択、発効されている状況と日本の締結状況について報告があった。世界的な動き、国
内の動きについて解説をして頂き、「人権尊重」は世界的に必然とされてきている現状を確認出来た。
その後、今回の主題である「障害の有無にかかわらずすべての人の尊厳が守られる社会づくりの促進に
関する条例（案）」（通称：沖縄県障害者の権利条例）を公表、解説が行われた。内容は、前文、四章・
31 条から構成され、障がい者が地域社会の中で、『差別』や『偏見』を受けてきた体験などを直接的・
間接的・合理的配慮の欠如というものさしで明確にし、障がいがあっても地域で生活していくことがで
きるよう『平等な教育を受ける権利』
『地域社会で生きる権利』
『自己決定への権利』などを今回の条例
の中に掲げている。
私の中では、障がい者が社会で生活することに対する偏見は薄れていたが、現実には、まだまだ日常的
に偏見・差別があるということを改めて実感。その偏見をなくそうと当事者が立ち上がり、条例制定に
向け活動する姿を見ることができ、強いエンパワーメントを感じるフォーラムであった。
国内では、千葉県と北海道で障がい者差別禁止条例が既に可決されているとのこと。条例制定までには、
いくつもの試練があるが、沖縄でも早く障がいのある人もない人と同じような日常、社会生活が送れる
よう条例が可決されることを願いたい。
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運営委員会議事録
開催日：平成 22 年 3 月 23（火）18：30～
参加者（敬称略）：樋口、大城、伝道、又吉、新垣、當銘（寛）、當銘（由）、伊礼
記

録：石郷岡

議

題：

1. ソーシャルワーカー協議会について
z

次年度は MSW 協会が幹事団体。初回の代表者会（4/21）に平成 22 年度事業計画
案を提出する。

z

それに先駆けて各団体には窓口および担当者を決めておくよう連絡が必要。

z

次年度、関係者の留学・退職で当県の活動から退くため、アクション委員会で計画されている
政策提言や公開質問状の提出について樋口会長は 3 月中に引継ぎを受ける必要がある。

z

7/19 のソーシャルワーカーデーの具体的計画。

z

9 月のハンセン病全国会議には、幹事団体より１名派遣。

z

ソーシャルワーカー交流会を次年度計画に入れる。

z

福祉の窓については、テーマを出すことに協力していく。

2. 学習委員会
z

3 月定例会は 3/24（水）宜野湾記念病院にて障害年金がテーマ

z

4 月定例会は 4/14（水）14：00 診療報酬改定に伴う講習会

z

5 月は総会

z

初任者研修会は 5 名が修了

z

めだかは 3/31（水）事例提出：西田（琉大）バイザー：又吉

場所未定

5/12（水）その後、富樫先生の講義

3. 広報委員会
z

4 月担当：中部協同病院

新垣氏

4. 事務局より
z

退会 1 名

z

総会に向けて、今年度事業総括、次年度事業計画、予算・決算報告の準備

5. 九州医療ソーシャルワーカー研修会
z

会場は、自治会館、沖縄県産業支援センター、沖縄県総合福祉センターが候補。設備は自治会
館が申し分ないが駐車場が有料、会場費も産業支援センターより約 46 万円高い。総合福祉セ
ンターは那覇市の共催がとれるか樋口会長が確認。

z

GW 前には会場予約する。

6. なごみの会・県民健康フェア
z

開催は 9/4、9/5 で決定。
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学習委員会よりお知らせ
◇４月定例会◇
日時：４月１４日（水）１４：００～

場所：とよみの杜２階ふれあいホール

①診療報酬改訂に関する勉強会～急性期・回復期・慢性期の分野別に学びましょう～
平成２２年診療報酬改訂のポイントや介護保険との医療連携に関わる
加算等の内容について勉強会を行います。
②各委員会ミーティング
◇５月定例会◇
日時：５月１２日（水）１４：００～予定

場所：未定

①平成２２年度沖縄県ＭＳＷ協会総会
②講義『テーマ

未定』

講師：富樫八郎氏（沖縄大学教授）

◇３月めだかの学校◇
日時：３月３１日（水）１９：００～

場所：大浜第一病院（天久の杜）２階会議室

事例提供者：西田悠紀子（琉大病院）
バイザー：又吉智子（大浜第一病院）

「はいさいワーク」

NO．３０（平成２２年 ４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。
＊求職中：
＞＞＞新卒者・既卒者の履歴書を預かっていますので、コンタクトを取りたい方は、市立病院まで連絡を。
① 宮城

能則：沖縄国際大学人間福祉学科卒

＊急募！
・

那覇市立病院

・ 業務と人数
・ 採用時期

地域医療連携室

：

事務職員

１名

地域医療連携業務（企画・渉外・契約・調整・連携業務等）

：

・ 問い合わせ先

常勤

１名

平成２２年６月１日予定
：

那覇市立病院

総務課人事係
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８８４－５１１１（内線２１２）

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
激アツでした。

祝！

興南高校センパツ高校野球優勝おめでとうございます。

さて編集後記、何を書こうかと考えていると、、数か月前ですが、ジャスコ○○店にてミラクルひかる
（ものまね芸人）の営業告知をみて、ときめいた自分を思い出しました。（行かなかったけど・・・）
さっそく YouTube で視聴。ふむふむ、
、おお～、、なるほどね～・・・・ＹOU 似過ぎっ！！
すかさず関連記事てぇ～く！
宇多田ヒカルの父である宇多田照實氏に「あなたは（もう一人の）娘のようなものです」と言われ宇
多田ヒカル本人からも「大ファンです！」とまで言わせた、兵庫県出身の３０歳。カリスマ美容師にな
る為に上京した元美容師ということが確認できました。
忙しい中、原稿依頼を快く引き受けて頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
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事務局：大浜第一病院

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会
MSW ニュース

〒902-8571

TEL （098）866‐5171
FAX

7 月号

E-mail

2010 年 7 月 1 日発行

那覇市安里１－７－３

編

（098）864‐1874
t-matayosi＠ns.omotokai.jp

集：仲宗根

恵美（那覇市立病院）

『第 58 回日本医療社会事業全国大会・第 30 回日本医療社会事業学会長野大会
参加報告
大浜第一病院

』Ⅰ

當銘 由香

5 月 28 日（金）～29 日（土）まで長野県メルパルクＮＡＧＡＮＯにて開催された上記大会へ
参加してきました。
「相談しましょ♪そうしましょっ。～激動の時代 ソーシャルワーク原点回帰～」を大会テーマと
し、鼎談や自主企画、特別講演、セミナー、記念講演、分科会など盛り沢山の内容の 2 日間でした。
昨今の社会動向・医療情勢が激動する中、時代に求められているスピードある援助とソーシャル
ワークの基本である「個別性」を尊重する視点を忘れず援助を提供しなければならないＭＳＷ業務
のギャップに悩みながらも、援助を求める人たちの一番の相談相手となり、さらに MSW 自身も独
りで問題を抱えず多職種チームの一員として常に他スタッフと相談、連携しながら実践していく存
在であることが求められている。
今回の全国大会では、MSW の私に出来ることは何か、ＭＳＷとして果たすべき役割は何か・・・
という「ソーシャルワークの原点」を再認識し、ソーシャルワークの背負う課題が広く重いもので
あり、相談する・出来る環境が必要であるということを改めて実感することが出来ました。
総会では、第５号議案が否決されるという結果となり、認定社会福祉士（医療分野）制度のスター
トに異議がある会員が多くいる現状を目の当たりにしました。
また、全国の第一線で活躍する沖縄出身の会員との出会いもあり、今後情報提供や交換することを
約束してもらい、個人的には大きな収穫となりました。
長野へは初めて行きました。大会当日、沖縄の冬かと思う程気温が低く、薄着で来た私は寒さに
負けそうでしたが、食べ物やお酒がおいしく
ＣＯＮＴＥＮＴＳ

夜はついつい羽目を外してしまい・・・
一緒に付き合ってくれたメンバーに感謝します。

研修会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・1、2

また、機会があれば皆さんと一緒に参加したいです。

定例会報告・新入会員紹介・・・・・・・・・・・・3
運営委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・4
定例会、めだかの学校のお知らせ・・・・・・・・・5
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『第 58 回日本医療社会事業全国大会・第 30 回日本医療社会事業学会長野大会
参加報告 』Ⅱ
私はなぜそう考え、そう援助したのか?

～研修会参加報告～

那覇市立病院

嘉手納

泉也

半袖で降り立つとそこは 12℃の極寒の地でした。5 月 28 日（金）から 2 日間、
第 58 回日本医療社会事業協会全国大会、第 30 回日本医療社会事業学会が長野県メルパルク NAGANO で
開催され、樋口美智子会長、又吉智子さん、當銘由香さん、仲宗根秀徳さん、私の 5 名で参加しました。テ
ーマは「相談しましょ♪そうしましょっ。～激動の時代

ソーシャルワーク原点回帰～」で 700 名以上の

参加があり、刺激的で充実した日々でした。
私が学んだ事を列挙しますと、①シンポジウム（倫理綱領とソーシャルワーク実践）
：
「私はなぜそう考え、
そう援助したのか?」をしっかり振り返り、何を価値（倫理綱領）にして、発言・行動したのかを明確にす
る事が MSW として大切だと感じました。②自主企画（転院問題を考える）
：「社会的入院」はどういう意味
なのか、どう感じるのかを事例 2 つを通して 6 人グループで話し合いました。医療的にみれば入院適用外（通
院）ですが、家族関係（認知症の夫婦ともに入院）や介護サービス導入の調整、次の療養先の準備（緩和ケ
ア病棟）で長期入院になってしまう、入院継続が必要になると共感しました。ジレンマも共有しました。③
特別講演（患者はどこへ行ったのか? ～いのちをとらえなおす「2.5 人称の視点」～柳田邦男 氏）：本人の
視点（1 人称）、医療者の視点（2 人称）、第三者の視点（3 人称）のうち、良い医療の提供や命や生活を守
るには本人側、医療者側にも立つ、2.5 人称が大事である事を学びました。④総会：
「会員は社会福祉士資格
保持者」や「認定社会福祉士（医療分野）の実施」など、定款変更や新規事業に会員から再考の意見や指摘
がなされ、会場は熱気に包まれました。⑤ラウンドテーブル（韓日の医療ソーシャルワークの現状と課題）：
韓国では 1973 年に協会設立し、2000 年に社会福祉士協会の傘下になり、2010 年で 953 人の会員がい
ます。業務内容は院内の診療費支援や、民間医療費の計算、経済的な援助が主でした。2008 年から専門医
療社会福祉士の資格化がなされ、相談援助には診療報酬があるそうです。⑥分科会（ソーシャルワーク実践
Ⅱ・9 演題）
：「痰吸引を必要とする重度障害者の退院援助（50 代男性 単身）
」では、MSW の援助で 1.障
害福祉サービス、訪問看護導入、2.ヘルパーへ痰吸引指導、3.保健師とカンファレンス、などで 1 年かけて
希望する自宅退院につなげた、粘り強い実践が報告されていました。「亀田総合病院の取り組み」では、Ⅰ.
がん相談のリーフレットの配布、Ⅱ.研修医へ週 1 回 30 分、2 ヶ月の MSW レクチャー、が魅力的で当院で
も取り入れたいと思いました。
県外の楽しみは、やはり観光と美食巡りですね。善光寺で日
本の風情に感銘を受けました。暗闇を歩いて幸福の鍵を見つけ
ました。美味しいおやき、しょうがスパイスに出会いました。
1 人で軽井沢に行きました。カラオケでは普段見られないお三
方の美声と踊りを見聞しました。美空ひばりの「愛燦々」は名
曲です。
参加中、2 年間の実践が思い返され、急性期治療という速さ
の中で転院・退院する患者・家族に、丁寧かつ慎重な心理的社
会的援助、ソーシャルワークを集中して行う必要があると改め
て実感しました。「人は嬉しいものですね。人生って、不思議なものですね。」
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６月定例会報告
嶺井第一病院

安次嶺

恵理

去った 6 月 9 日に南部徳洲会病院で行われました 6 月定例会の報告をします。
定例会前半は今回会場となった南部徳洲会病院の施設見学を行いました。平成 19 年から現在の新病
院に移転したとのことで、今回は 12 階にある屋上ヘリポートを見学させていただきました。高所恐怖
症なら足がすくむ様な 360 度パノラマの景色の広がる屋上にヘリポートがあり、参加者のほとんどが
初めて目にしたヘリポートに興奮気味でした。定例会後半は那覇市立病院の MSW 嘉手納氏から、平成
22 年 4 月から開始となった南部地区地域連携パスについて報告がありました。まず、パスとは一貫し
た医療を切れ目なく提供するためのツールであるという説明から始まり、パスの運用方法と実際のデー
タが示されていました。また、パス運営の際に MSW として気をつけることがあげられ、病状の理解や
医療費など患者・家族が直面する心理的・社会的な側面に寄り添い、適切な療養先に移れるよう援助す
ることがあげられていました。参加者からは、パスに関してさまざまな意見や質問が出され「脳卒中の
患者でもパス適応の患者と適応外の患者があり、その基準は何か」という質問など、各病院さまざまな
声がありました。脳卒中の患者が入院すると自動的にパスが作成される病院もある一方、パス適応か適
応外かを医師の判断で決めるという病院もありました。さらに、パスになる患者は原則入院から 1 週間
以内に医師から説明をする必要があり、医師が説明を怠った場合にはパスの適応外になるという病院も
あり、各病院でパスの判断基準が異なるようでした。また、ほとんどの病院は患者家族へのパス交付と
説明は医師から行っているようでしたが、MSW がパスの説明を行っているところもあり、パスの運営
方法に関しても各病院で捉え方が異なっているようでした。
患者を送り出す側の急性期病院と患者を受け入れる側の回復期リハビリ病院等が、よりスムーズに情報
共有できるよう、パスの運営方法を見直していく必要があると感じました。

新入会員紹介
仲宗根

秀徳（沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院）

私は沖縄リハビリテーションセンター病院に勤務してます仲宗根秀徳と申します。
ソーシャルワーカーになって６年目と年月が経ってしまいましたが、いろいろと落ち着いてきたので入
会することを決めました。よろしくお願いします。
趣味は機械いじり全般です。電子機器には割と強いのですが、特にパソコンやその周辺機器に関して
はいつも情報を集めて時代に残されないように気をつけています。最近は様々な楽できる道具が増え、
それに伴い操作性は難しくなっており、付いて行くのがやっとの現状ですが・・・。人並みには利用で
きています。
ソーシャルワーカーとしての価値観をしっかりと持つため、同職種との関わりをしっかりと持ち、少
数環境の中でもアイデンティティをしっかりと持つ事が大事と今更ながら感じています。これからは同
じ悩みを抱えているであろう仲間たちと一緒に考え、研修や勉強会に積極的に参加し活動していきたい
と考えています。
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６月運営委員会

議事録

日時：平成 22 年 6 月 22 日（火）／場所：那覇市立病院
参加者：樋口美智子、宮良あさの、又吉智子、伝道肇、伊礼智則、岡千佳代、石郷岡美穂、
當銘由香、當銘寛子、安慶名真希、秦克之、望月祥子、山里恵、島袋恭子（記録）
１） 実習受け入れについて
受け入れに際する体制づくりについて、各病院の受け入れ担当者を交えて確認。
２）学習委員会
→７月 14 日（水）

＊７月定例会

とよみの杜

14 時～

がん相談「肺がん」

15 時～

事例検討

金城尚美

事例提供者：平安（大浜第二病院）
バイザー：大城（沖縄メディカル病院）

＊８月定例会

→８月 11 日（水）

14 時

とよみの杜

「家族療法アプローチ～基礎編」
＊めだかの学校

親泊以都子氏

（沖縄大学非常勤講師）

７月に日程調整中
事例提供者：伊波（中頭病院）

バイザー：伊波（那覇市立病院）

MSW ニュース発行について

３）広報委員会

７月号

編集担当：仲宗根（那覇市立病院）

４） 企画委員会
＊MSW 協会リーフレット

７月中に完成予定

５） ソーシャルワーカー協議会
アクション委員会にて４団体の質問確認。
７月の選挙に向けて、講演会事務所へ公開質問状送付予定。
６） その他
九州大会について

会場費物品費含めた予算案を作成予定。
広告掲載依頼を各自行っていく。

※次回運営委員会

日時：7 月 27 日（火）

18 時半～／那覇市立病院
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７月定例研修会
日時：７月１４日（水）１４：００～
①がん相談実務者研修会『肺がん』
②事例検討会

場所：とよみの杜（大浜第二病院）
担当：金城尚美（県立中部病院）

事例提供者：平安静佳（大浜第二病院）
バイザー：大城則子（沖縄メディカル病院）

③各委員会ミーティング

７月めだかの学校
日時：７月２２日（木）１９：００～
事例検討会

場所：那覇市立病院

事例提供者：伊波久美子（中頭病院）
バイザー：伊波智恵美（那覇市立病院）

はいさいワーク
今回はありません。

第２回

九州大会実行委員会

日時：７月 10 日（土） 14 時～
場所：大浜第一病院 会議室
★平成 22 年度総会資料に実行委員名簿がありますので確認お願いします。

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
４年に一度のワールドカップ楽しんでいますか？

普段は殆ど試合を見たことありませんが、世界中

の人が熱く応援している姿を見ていると思わず一緒になって応援してしまいます。ブブゼラの音が耳に
残ってしまいそうですが、残り少ないワールドカップを楽しみたいと思います。
梅雨も空けました！夏バテしないようにしっかり食べ、十分に休養を取り、これから来る長い夏を楽
しみましょう！！
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事務局：大浜第一病院

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会
MSW ニュース

〒902-8571

TEL （098）866‐5171
FAX

9 月号

E-mail

2010 年 9 月 1 日発行

那覇市安里１－７－３

編

（098）864‐1874
t-matayosi＠ns.omotokai.jp

集：宮城

幸之佑（中頭病院）

伊波

久美子（中頭病院）

各委員長挨拶
学習委員長

當銘

寛子（大浜第二病院）

２００９年度は事例検討会を中心に定例学習会を行いました。協会員のみなさんには事
例提供者やバイザーをつとめていただき、ありがとうございました。研修では大垣京子氏
を講師に招き、２年ぶりに宿泊研修会を開催することができました。
“解決構築アプローチ”
を中心とした援助技術を学び、ロールプレイを交えた演習も行いました。また、年金問題
を支援されている大城恒彦氏（社会保険労務士）とのご縁もあり、『障害年金の基礎知識』
について講義をしていただきました。今後もＭＳＷとの連携ネットワークを継続していけ
ればと思います。
今年度は１１月に九州医療ソーシャルワーカー研修会が沖縄県で開催されます。そこで、
みなさんに提案です。地元開催なので、演題発表へのチャレンジをしてみてはいかがでし
ょうか！？新人さんでも、中堅者以上の方でも、経験は問いません。九州各県のＭＳＷが
集まり、活発なディスカッションができ、実践力向上の力添えになると思います。演題発
表はまだ受け付けていますので、ぜひチャレンジを！！！学習委員会としては、研修の内
容や時間枠を見直し、全国的なレベルに近づけるような取り組みをしてきたいと考えてい
ます。みなさんに参加してもらえるような魅力がある企画をしたいので、いつでもお声か
けください。
ＣＯＮＴＥＮＴＳ
委員長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・1、2
九州大会告知・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
定例会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
運営委員会報告・福祉の窓・・・・・・・・・・・・5
定例会、めだかの学校のお知らせ・・・・・・・・・6
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企画委員長

伊禮

智則（池田苑）

今年度企画委員では、①リーフレットの作成、②病院紹介冊子の作成、③各懇親会の企
画などを取り組んでいく予定です。今年度も昨年同様、各企画に合わせて委員を割り振り
させていただき、それぞれの企画に取り組んでもらえたらと考えています。リーフレット
の作成は割り振られた担当委員ですでに取り組んでもらっており、８月末には完成を予定
しています。それぞれの企画に合わせて、企画委員の皆様には声をかけていきますので、
声がかかった際には、快く協力していただけたら嬉しいです。また、
「こんな企画あっても
いいんじゃない？」など提案がありましたら合わせてよろしくお願いします。皆で協会を
盛り上げていきましょうね。

広報委員長

新垣

哲治（中部協同病院）

前々年度に続き広報委員長をやらせていただくことになりました。引き続きスムーズに
運営できるよう努めていきたいと思っていますのでご指導、ご協力の方よろしくお願いし
ます。
広報委員では毎月の「MSW ニュース」編集・発行が主な役割です。会員の皆様が毎月
楽しく読め、役に立つ情報提供できるニュースが発行できればと思います。ニュース発行
の為に会員の皆様には日々の業務に追われている中での原稿依頼になりますが、その時は
快く引き受けていただけるよう、どうぞ宜しくお願い致します。ｍ(__)m
ここ何年も担当していますと深良い！コメントも出そうですが、まったく思いつきませ
ん。毎年同じような内容の挨拶となっています。毎月のニュース構成→依頼→編集→提出
という地道な作業の繰り返しと、期限内に仕上げないといけないプレッシャーを感じなが
ら広報委員一同がんばっていますので、宜しくお願いします。
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メインテーマ

「ソーシャルワークへ帰れ！－当事者・住民・地域と協働する福祉専門職—」
日時：平成２２年１１月２０日（土）１２:１５～受付 １３時～開会式
１１月２１日（日）９時～受付 ９:３０～開始
会場：沖縄産業支援センター １階大ホール
那覇市小禄１８３１－１（駐車場完備）
１１／２０（土） 12:15～受付開始
〇開会式（13:00～13:20）
〇基調講演（13:30～15:00）/社会福祉公開セミナー兼
「社会的に支え合うことの意味～地域を基盤としたソーシャルワークの展開～」
講師:岩間 伸之氏(大阪市立大学大学院准教授)／座長：富樫 八郎氏
〇教育講演（15:15～17:00）/社会福祉公開セミナー兼
「（仮）対人援助職に必要な知性と感性」
講師：奥川 幸子氏（対人援助職トレーナー）／座長：樋口 美智子氏
〇情報交換会（18:00～20:00）
１１／２１（日） 9:00～受付開始
〇ワークショップ（9:30～12:00）
Ａ）アサーティブ／竹沢 昌子氏（名桜大学准教授）
B）退院支援と統合的短期型援助の方法と実際／小原 眞知子氏（東海大学准教授）
C）家族療法アプローチ／親泊 以都子氏（沖縄大学非常勤講師）
D）認知行動療法／伊藤 義徳氏（琉球大学准教授）
〇研究発表（13:00～14:30）
１）退院支援・地域医療連携／座長：工藤 修一氏（大分大学）
２）がん患者・終末期患者相談・支援／座長：玉木 千賀子氏（沖縄大学）
３）ソーシャルワーク実践／座長：大垣 京子氏（福岡医療福祉大学）
４）業務分析・開発、教育／座長：岡田 和敏氏（西南女学院大学）
〇閉会式（14:40～15:00）

参加費：会員６．０００円／非会員７．０００円

懇親会費：６．０００円

沖縄県 MSW 協会会員全員の協力がないとこの研修会は成功できません。
協会員みなさまのご協力をお願いします！
沖縄県 MSW 協会会長／樋口美智子（那覇市立病院）
大会長／又吉智子（大浜第一病院） 大会実行委員長／當銘由香（大浜第一病院）
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8 月定例会報告
沖縄メディカル病院

富満

明日香

８月の MSW 定例会は大浜第二病院とよみの杜にて、沖縄大学の講師、親泊似都子氏に
よる「家族の中のこども」と題したテーマで行われました。はじめに親泊氏より今回の講
義目的、家族の定義、３つの事例そして相談員として必要なコミュニケーション、カウン
セリング技法について講義して頂きました。親泊氏によると家族には役割と神話があると
の事です。役割は決められた事項でなく、自然と形成されその役割のもと家族が成りたっ
ていくのだそうです。そして具体的な家族に見られる役割について説明がされました。ま
ず、夫婦関係にみられる役割として１つ目に教師と生徒、２つ目が救済者と被害者、３つ
目は代弁というものでした。更に親子関係に関しては黒い羊という例えにより説明があり
ました。黒い羊とは家族の中一人だけ違った行動をし、一人浮いてしまう存在にある子を
そのような表現をしていました。その子どもが行う行動背景には、訴えかけるメッセージ
があり、問題を引き起こす事で家族に問題提起をしているのだが、他の家族メンバーは家
庭にある問題に気付くのではなく、子供の行動自体を問題視しその子を問題として捉えて
しまうそうです。そして家族には無意識のうちに言葉、発言を通し受継がれてしまう家族
代々の連鎖する問題を神話という表現で説明されました。例えではアルコール依存症の父
と、ギャンブルを行う義父を持って育った娘、その娘の夫もアルコール依存を抱えている
という例でした。これは偶然でなく無意識の内に、アルコール依存やギャンブルを行う父
親の姿を否定しない、それらの問題を問題として捉えられる事なく、家庭内で肯定的に捉
え、次世代へと連鎖され、それが家族に伝わる神話として受継がれるのだと話されました。
MSW は目の前の患者だけでなく、その家族にもアプローチをする事が求められます。
相談援助者にとって大切なポイントは１つ目に観察、２つ目に聴く事であると言われまし
た。逆によくないパターンとして、１．すぐ大丈夫ということ、２．すぐ慰める、３．す
ぐ説明する、そして４．そんなことないよ、と否定する事であると話されていました。何
よりも相談者とその背景にある家族を理解することが支援であるとも話されていました。
「治そうとするな、わかろうとせよ」カウンセリング権威、カール・ロジャースの言葉で
締めくくられました。今回の講義で患者の理解だけでなく、家族を理解する事がいかに大
切な事なのかを学びました。今後の業務で学んだことが活かしていけるよう頑張っていき
たいと思います。
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８月運営委員会

議事録

日 時：平成２２年８月２７日（金）１８：３０～／場所：那覇市立病院／文責：新垣哲治
参加者：樋口・宮良・當銘寛子・島袋・岡・石郷岡・伊禮・新垣
１）学習委員会（當銘寛子）
①定例会について
＊８月定例会 講師：親泊以都子（沖縄大学） とよみの杜 ３２人参加
＊９月定例会 ９月８日（水） ちゅうざん病院 １４：００～
事例検討（ちゅうざん病院 新垣）中堅者研修説明会（事例の書き方、事例検討の意義）
＊１０月定例会 １０月１３日（水）
琉球大学付属病院「がん相談実務者研修会」「がん治療における家族ケア」
②めだかの学校
８月、１０人近い参加 ９月学習内容検討中
③九州大会演題 ４題予定「中部徳洲会病院 宮城」
「琉球大学付属病院 石郷岡」予定
２）企画委員会（伊禮）
①リーフレット９月１日完成予定「１９万９５００円」
３）広報委員会（新垣）
①ＭＳＷニュース発行について
今月担当：中頭病院 宮城・伊波
４）その他
＊ＯＧＳＶ担当者変更
＊９月５日健康フェスタ

運営確認
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９月５日健康フェスタにて配布

学習委員会よりお知らせ

（Ｈ２２．８／２６付）

９月定例研修会
日時：９月８日（水）１４：００～ 場所：ちゅうざん病院
①事例検討会 事例提供者：新垣美鈴（ちゅうざん病院）
バイザー：宮良あさの
②中堅者研修説明会 事例の書き方・事例検討の意義

９月めだかの学校
日時：９月３０日（木）１９：００～ 場所：未定
勉強会『面接技法とアセスメント』

はいさいワーク

NO.３２（平成２２年

８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
タクトを取りたい方は、那覇市立病院：樋口までご連絡ください。
＊求職中：新卒者・既卒者の履歴書を預かっていますので、コンタクトを取りたい方
は、市立病院まで連絡を。
＊急募！！
下記の相談室へ直接問い合わせてください。
・沖縄県立中部病院 がん相談支援センター ９８２－６５６７
・宜野湾記念病院 相談室
８９３－２１０１
・那覇市立病院 医療相談室
８８４－５１１１（内線１２７）
平成２２年１０月１日～正職員休暇補充ＭＳＷ（社会福祉士１名）

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～
猛暑の日々が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？！
涼しい秋の到来までには時間がかかりそうですので、栄養・睡眠をしっかり取り、
夏バテに気をつけながら頑張っていきましょう☆
旧盆前後のお忙しい中、快く原稿を引き受けて下さった皆さん、本当に有難うございま
した！！
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日本医療社会福祉学会に参加して
沖縄県ソーシャルワーカー協会

運営委員長
宮良

あさの

平成 22 年 9 月 11、12 日の両日、日本女子大学（目白キャンパス）で第 20 回日本医療社会福祉学会
が開催された。学会のテーマは、「ソーシャルワークの実践知を問う」で、全国より約 200 名余の会員
が参加し、沖縄県から会長樋口と筆者の２名が参加した。
学会会長の橘高通泰氏（兵庫医科大学）や大会会長の相原和子氏は、相談援助業務において最善の判
断が可能になる普遍的実践知の土台づくりやエビデンスの構築が求められている、と今学会の意義につ
いて話された。
20 周年記念挨拶では、山手茂氏より、相原和子氏、奥川幸子氏の３名が発起人となり、専門職確立の
ための学問的基盤の確立を目指し、本学会を結成した経緯が紹介された。
初日の記念講演では、奥川幸子氏より「臨床実践家の熟成過程～相互交流の成立と面接による手当及
び実践の自己検証と言語化を目指して～」と題して、医療チームでクライエントの状況を共有するとき
にその人が映し出されるように言語化できる能力を身につけることの大切さや、クライエントに不利益
を及ぼさないように自己検証の能力を高めることの重要性が強調された。奥川幸子氏の講演で、「スー
パーバイザーには聞き出す能力が必要である」ことや、「相手を敬い、謙虚な気持ちで他者の人生に介
入するエチケットをしっかり身につける」、
「アセスメントに狂いはないか検証するバックアップシステ
ムを構築する」ことの大切さを学び、県協会もしっかりとした取り組みが求められると痛感した。
奥川幸子氏による公開スーパービジョンでは、介護老人保健施設さつきの里ソーシャルワーカー北島
揚子氏より「後輩を育成する力をつけるのには何が必要なのか」というテーマで、情報を共有するため
の枠組みを相手からどう引き出すかの実例が提示され、大いに参考になった。奥川幸子氏は 11 月に沖
縄県で開催される九州医療社会事業学会での教育講演が予定されており、今から期待されるところであ
る。

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

2 日目の教育講演は、『ソーシャルワークの実践

学会・研修会報告・・・・・・・・・・・・・・1、2

知を理論へ――ＳＳＷの実践と研究から――』で、
大阪府教育委員会スクールソーシャルワーカーの

定例会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
新入会員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

大塚美和子氏が、実践を理論化することで、現象を
系統立てて説明することができる。また、予測する
ことが可能になり、他の事例にも適用できるように
1

運営委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・5
学習委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・6
定例会、めだかの学校のお知らせ・・・・・・・・・7

なる等、実践の理論化のプロセスやメリットについて話された。分科会では、病院のソーシャルワーク
実践や大学の教員による研究等、活発な演題発表も見られ、有意義な時間を持つことができた。

第７回九州医療ソーシャルワーカー協議会中堅者研修参加報告
大浜第一病院

當銘由香

9 月１８日（土）～１９日（日）まで鹿児島県桜島・国民宿舎レインボー櫻島にて開催された上記研
修へ参加してきました。
講師に淑徳大学

佐藤俊一先生を迎え、１日目、２日目共に講義とグループでの事例検討を行った。

１日目の講義「スーパービジョンからの発見―実践力を生み出す基礎への問い―」では、スーパービ
ジョンを行うことで、「出来ている」とＳＷ自身が思っていたことが問われ、変革としての知を学ぶ機
会となること、自分の感性をどれだけ大事にしているかを考える機会であることを学んだ。そのために
も自分自身を知ること、さらに人に関わる基本的な態度が問われる職種であることから常に学びが必要
であり、自己研鑽のためにもスーパービジョンが必要であるということを再認識できた。
２日目の講義「聴く・受け止めるという働きかけ」では、「傾聴」の理解と「聴く」ことによって問
われること、さらに問われたことに応答できるという専門性がＳＷには求められるということを学んだ。
「こたえる」にも「答える」と「応える」の２種類があり、ＳＷの「こたえる」は後者であり、問われ
たことと同様に問いかけた人に責任を持って応答する力を備える必要があることが学べ、改めてこの職
業の奥深さを知る機会となった。
事例検討は、２日間で２事例が報告され、１事例目は「介入を拒否する家族との関わり方について」
２事例目は「対人援助職へのスーパーバイズにおける苦しみ」というテーマで事例提供があり、グルー
プディスカッション形式で検討を行った。
相手がクライアントと同僚という違いはあるが、２事例共にＳＷ自身が自分のペースで支援をしよう
としていたところに相手とのズレが生じていた事例であり、相手を受け止め理解しようとする努力、尊
重する態度がいかに重要かを確認することができた。
懇親会では鹿児島名物の黒豚しゃぶしゃぶやさつまあげなどおいしい食事と焼酎を飲みながら九州
各県のＭＳＷと語らい、研修会場が桜島ということもあり、２日間フェリーで移動というめずらしい体
験も出来た。
今回、タイトなスケジュールであった為、ゆっくり観光する時間が取れず残念だったが、唯一観光し
た城山の展望台で観光ガイドのおじ様に「沖縄の人第一号」と言われ、城山で何十年も毎朝ラジオ体操
が行われていることから興南高校の甲子園の話まで３０分以上お話して頂いたことが思い出です。
皆さん、鹿児島観光に一番縁遠いのが沖縄だそうです。篤姫や坂本竜馬、西郷隆盛など歴史が好きな
方には必見の場所が沢山あるようです。また、指宿などへ足を運べば砂風呂なども体験出来ます。是非
「沖縄第三号」を目指して観光してみてはいかがでしょうか？
また、来年は佐賀で中堅者研修の開催を予定しているようです。自分自身の気づきを得るいい機会だ
と思いますので、是非参加してみて下さい。
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9 月定例会報告
大浜第二病院

當銘 寛子

日時：9 月 8 日（水）14 時～ 会場：ちゅうざん病院 参加者：25 名（他 学生 8 名）
①中堅者研修説明会 『事例の書き方』今年度予定されている中堅者研修会（経験 4 年以上対象）では、
事例提出が受講要件となるため、説明が行われました。宮良あさの氏より実践事例の書き方について、
資料を参考にしながらポイントを学びました。事例は援助者自身がひっかかりやこだわりなど、気にか
かっているものを描いてみること。描く作業を通して自己検証し、実践力の向上につながるとのことで
す。
②事例検討会

事例提供者：新垣美鈴氏（ちゅうざん病院）

バイザー：宮良あさの氏

事例はキーパーソンのいない独り暮らしの患者支援について報告されました。疾病により身体・言語
障害の状態にある患者で、キーパーソンがおらず、ソーシャルワーカー（以下 SW）がどこまで関わる
べき範囲だったのか悩んでいる事例でした。地域自治会や福祉事務所、子どもの支援を担当する行政等、
多くの関わりがありました。患者は自宅退院の意志が強く、院内チームも在宅復帰の方針であったが、
地域関係機関は不安を抱えており、SW 自身も葛藤したとのことでした。在宅復帰へ向け、地域の不安
を軽減するために SW は業務の範囲を超えて関わりすぎたのではと悩んでいました。参加者からは、自
治会や院内他職種の力をもう少し活用することや、リスク管理の部分では再検討をとの意見もありまし
たが、SW としてはよく支援したとの意見でした。業務の範囲については厚労省通知の業務指針に沿っ
て支援できたのではないかという共通認識も得ることができました。
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新入会員紹介
長嶺 真理子（那覇市立病院）

６月から那覇市立病院で勤務しています。長嶺真理子と申します。
これまで児童養護施設で働き、その後は社会福祉士取得のため役所の臨時をしながら勉強し、な
んとか合格を掴めたことで市立病院の MSW として入職することができ、現在に至ります。
合格後の就職活動の時にはどのような職種にしようか迷いましたが、たくさんの医療スタッフ・
患者さんと関わり荒波に揉まれることで大きく成長できるかなと思い、MSW を選びました。
入職して 4 ヶ月が経とうとしていますが実は今でも病院の規模に圧倒し、患者さんの相談依頼に
ビクビクしている毎日です。
そんな毎日でもいつも側には心強い先輩方が私を包み込んでくれるので、知識のない私でも勇気
をもって支援に向かうことができます。
まだまだ余裕をもって患者さんや家族と向き合うことができませんが（涙）、経験を重ねること
によって他者を理解し人との出会いに感謝して楽しめるような MSW を目指しています。
将来的には私のような新人が来たときには暖かく包み込んでくれるような、大人で素敵な、かっ
こいい頼れる MSW になりたいです！
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９月運営委員会

議事録

日時：平成 22 年 9 月 28 日（水）／場所：那覇市立病院
参加者：樋口美智子、宮良あさの、島袋恭子、古見寛子、新垣哲治、伊禮智則（記録）
１）学習委員会
＊ 9 月定例会→ちゅうざん病院で行い、25 名（学生 8 名）参加
＊ 10 月定例会→10 月 13 日（水）14：00 琉大病院
14 時～

①事例検討②九州大会與宴会（2 題）

15 時 30 分～

がん相談「看取りの時期にできること」棚原陽子氏

＊ めだかの学校→9 月延期
＊ 中堅者研修→１～2 月頃開催予定
２）企画委員
＊ リーフレット配布先→①12 月 26 日県民健康フェアー（1000 部）
②会員医療機関（50 機関）（10 部づつ）
③その他

○市町村○保健所○包括○社協○福祉事務所
○児相○てぃるる等（20 部づつ）

３）広報委員会
＊ＭＳＷニュース発行→10 月号

編集担当：安次嶺・親川（嶺井第一病院）

４）九州大会
＊10 月 2 日会場視察（委員は 10 時に現地集合）
＊ＭＳＷ協会会員の申込み→10 月 31 日までに協会ホームページから申込み用紙をダウンロードし、
大浜第一病院へ申し込んでください。会費納入方法については後日案内
します。
◇次回運営委員会

日時：
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学習委員会よりお知らせ

（Ｈ２２．９／２８付）

◇１０月定例会◇
日時：１０月１３日（水）１４：００～ 場所：琉大病院 大学院大セミナー室
①事例検討会 事例提供者：親川沙矢（嶺井第一病院）
バイザー：大城則子（沖縄メディカル病院）
九州医療ソーシャルワーカー研修会おきなわ大会
②演題発表予演会 ２演題予定
③がん相談支援員実務者研修会『看取りの時期にできること』１５：３０～１６：３０
講師：棚原陽子氏（琉大病院緩和ケア認定看護師）
共催：沖縄県がん診療連携協議会相談支援部会
◆めだかの学校◆
９月３０日（木）⇒１０月へ延期
場所：未定
勉強会『（予定）アセスメントの研修報告・伝達』

担当：宮城（中頭病院）

☆研修会のお知らせ☆
[平成２２年度中堅者研修会]
相談援助業務の実務経験が４年以上の方を対象に研修会を予定しております。
詳しくは研修会要綱をご参照ください。
[平成２２年度初任者研修会]
研修体系と内容の見直しのため、今年度の初任者研修会は予定しておりません。来年度開
催へ向けて準備しておりますので、ご了承ください。

6

「はいさいワーク」

NO．３３（平成２２年

９月２１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。
＊求職中：
＞＞＞新卒者・既卒者の履歴書を預かっていますので、コンタクトを取りたい方は、市立病院まで連絡を。

＊急募！
下記の相談室へ直接問い合わせてください。
・那覇市立病院 医療福祉相談室
８８４－５１１１（内線１２７）
①平成２２年１０月１日採用：非常勤ＭＳＷ（社会福祉士１名）
②平成２３年 ４月１日採用： 常勤 MSW（社会福祉士３名）
９月中に公募開始。詳細は、ホームページ等に掲載。

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
今年のカレンダーも残すところ、あと 2 枚となりました。今年の目標が、また来年の目標になりそ
うな気がしてきた今日この頃・・・・。皆さんは年の初めに立てた目標、達成できていますでしょうか？
季節の変わり目で気温の変化も著しい時期ですが、年末年始の暴飲暴食に備えて残り 2 ヶ月も体調に気
をつけて行きましょう！忙しい中、原稿依頼を引き受けて頂いた皆さん、本当にありがとうございまし
た。（安次嶺・親川）
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『第４７回九州医療ソーシャルワーカー研修会おきなわ大会に向けて』
実行委員長

當銘

由香（大浜第一病院）

来る 11 月 20 日（土）～21 日（日）、沖縄産業支援センターにて第４７回九州医療ソ
ーシャルワーカー研修会おきなわ大会が開催されます。
この大会は九州各県持ち回りで８年に１度開催順番が回ってきます。今回は８年ぶりの
沖縄開催であり、前回の記憶もおぼろげながら準備をしています。
今回、大阪市立大学大学院の岩間伸之准教授、対人援助職トレーナーの奥川幸子氏を迎
え講演を行ってもらう予定で、２日目のワークショップでは県内外で活躍する４名の方に
講師を依頼しています。
２日目午後の研究発表では、当初の予定を大きく上回る３１演題の申し込みがあり、う
れしい悲鳴を上げつつ時間配分とカテゴリー調整を行いました。
このように実行委員では、約半年前より毎月実行委員会を開催し、大会長、県協会会長
を始め諸先輩方のご指導の下、本番へ向けて決して万全とはいかないものの準備を着々と
進めてきました。
しかし、実行委員２８名だけではおきなわ大会の全ての運営を賄うことは不可能であり、
大会当日は会員皆さんの協力が必要です。参加申し込みを頂いた県協会会員には当日何ら
かの係をお願いすることになると思いますが、「嫌だ」と断らず、「喜んで！！」と居酒屋
の注文受付のお姉さんの如く、お手伝いへ快く手を上げてもらえると幸いです。
余談ですが、私もＭＳＷとして仕事を始め、早１０年が経とうとしています。苗字は一
向に変わる予定はないもののいつの間に
ＣＯＮＴＥＮＴＳ
か実行委員長を担う立場になり、キャピ
おきなわ大会に向けて・・・・・・・・・・・・・1
キャピの時代があったかどうかは定かで
定例会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
はありませんが、年齢的な歳（十分おば
新入会員紹介，福祉の窓・・・・・・・・・・・・・4
さんです）を感じると共に時の過ぎ行く
運営委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・5
速さを実感させられています。
学習委員会からのお知らせ・・・・・・・・・・・・6
と、言う事で、老若男女問わず会員の
はいさいワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・7
皆さんには、積極的に参加してもらえる
ことを期待しつつ、
（ちなみに自薦も大歓
1

迎）一緒にこの大会を盛り上げていけることと確信しています。
８年に１度の九州大会の成功へ向けラストスパートです。一緒に頑張りましょう！！

第４７回九州医療ソーシャルワーカー研修会沖縄大会実行委員（敬称略）

大

会

長

又吉

智子

（大浜第一病院）

県協会会長

樋口

美智子

（那覇市立病院）

実行委員長

當銘

由香

（大浜第一病院）

実行副委員長

伝道

肇

（信成苑）
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２０１０年１０月定例会

報告
中頭病院

伊波久美子

去る１０月１３日（水）に、琉大病院でＭＳＷ定例会が開催され、①九州医療ソーシャ
ルワーカー研修会へ向けての演題発表予演会、②事例検討会、③がん相談支援員実務者研
修会が行われました。
演題発表予演会では、琉大病院の石郷岡氏による「院内タオル帽子ボランティアの実際」
と中部徳洲会病院の宮城氏による「中部徳洲会における高齢入院患者の動向～入院時のス
クリーニングより～」の報告がありました。
事例検討会では、嶺井第一病院の親川氏による「多発問題を抱える退院支援について」
の報告があり、バイザーは沖縄メディカル病院の大城氏で行われました。今回の事例は、
親川氏が入職後 1 ヶ月で初回担当したケースで、「関係職種との連携方法」、「家族へのア
プローチ方法」、
「経済的不安の解決策」の検討事項をもとに様々な意見が挙げられました。
まず、関わりが難しい家族との調整については、例えばカンファレンス後に個別で面談で
きる機会を調整するなど、家族との接点がある機会を逃さないことが挙げられました。さ
らに面談時は、患者・家族の生活歴や生活背景（どのように寄り添ってきたのか・どのよ
うな価値観をもって暮らしてきたのか）や、どのくらい問題意識をもっているのか等、患
者・家族がなぜそのような態度をとるのか原因を探ることがアセスメントにおいて重要で
あることや、マイナスの情報が入ってしまうと偏見を持ってしまいやすいので、ＭＳＷは
客観的な立場から目・耳・感性で接していくことが重要であることが挙げられました。
また、経済問題については、生活保護受給が厳しいと予測されるケースでも、困窮して
いる根拠をきちんと示した上で、ＭＳＷが積極的に行政機関（生活保護担当）へ働き掛け
ていくことが重要であることが挙げられました。
後半は、琉大病院緩和ケア認定看護師である棚原氏による「看取りの時期にできること」
の講演で、看取り期におけるがん患者の臨床症状や、その経過をたどる上での心理状況、
家族の立場など、予後の単位ごとに報告がありました。
看取り期における患者・家族を支援する上では、問題解決ばかりに重点を置くのではな
く、生活の質を高めるために今できることは何なのか、今をどのように過ごしたいのか、
患者・家族の意思決定を尊重しながら短期目標を一緒に考え、その人が望むその人らしい
最期が迎えられるよう支援することが重要であることを学びました。また、予後の経過は
疾患別に異なり、さらに各段階ごとに患者の症状・思いは様々で、ＭＳＷ自身も疾患の理
解が必要であることを痛感し、各専門職がチームとして統一した支援をしていくことが重
要であることを学びました。
今回の報告を聞いて、患者・家族の残された貴重な時間を考慮しながら、その人らしい
死、良き死を実現するために、ＭＳＷとして何ができるのかを深く考えさせられる良い機
会となりました。
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新入会員紹介
武田

康（とよみ生協病院）

はじめまして、とよみ生協病院に勤務しています、武田康と申します。
今年５月より、当院の回復期リハビリ病棟で医療ソーシャルワーカー業務に初めて
携わり半年が過ぎました。病院の環境やスタッフにはようやく馴染んできましたが、
肝心のワーカー業務は、相変わらず知らないことや初めて経験することだらけで、
先輩に助けていただきながら何とかこなしているという状態です(^_^;)。
このような私ですので、ＭＳＷ協会の定例会や勉強会には、出来るだけ参加して
知識を少しでも増やし、日常業務に役立てていきたいと思います。また、多くの会
員の皆様方と交流も深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

【2010 年 10 月 16 日（土）琉球新報】
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10 月運営委員会
開催日時：平成 22 年 10 月 26 日（火）
場

17：30

～

議事録
19：30

所：那覇市立病院

参 加 者：樋口、宮良、伝道、又吉、新垣、古見、當銘、岡（記録）
１、学習委員会
・10 月定例会：10 月 13 日（水）琉大病院にて開催。事例検討会、九州医療ソーシャルワーカ
ー研究会の演題発表者予演会、がん相談支援員実務研修会と内容盛りだくさんで行われた。
・11 月定例会は、九州医療ソーシャルワーカー研究会沖縄大会開催のためなし。
12 月以降の定例会は調整中
・九州医療ソーシャルワーカー協議会より過去３年分の研修内容調査票がきており、学習委員長で
回答準備すすめている。
２、広報委員会
MSW ニュース 11 月号

担当者：小禄みなみ診療所

塩川

発

行：沖縄大会開催との関係で遅れる予定

記

事：ケアマネ研究大会（10 月 30 日）参加者へ依頼、
その他検討中

３、企画委員会
九州医療ソーシャルワーカー研究会沖縄大会の抄録集の編集中、詳細は大会実行委員会にて報告
済み。（委員長欠席で伝言にて）
４、事務局
・入退会報告

新入会者：3 名

退会者：1 名

・九州大会 30 日で締め切り・・・県外からの申込み 70 余名、県内申込み遅れている。
・新聞社 2 社へ取材要請済み。
５、その他
・九州大会

懇親会：開催県として余興を行う予定（担当者へ依頼済み）
九州協議会：19 日の協議会メンバーの懇親会を準備する
緊急時の対応：天候その他の都合で講師のキャンセルがあった場合の対策を行う
チケット販売：10 月 30 日開催のケアマネ研究会にてチケット販売予定
次回実行委員会：11 月 9 日（火）19 時 30 分～

・なごみ会

宜野湾記念病院

「県民フェア」
：12 月 26 日に開催予定（9 月開催予定が天候不良で延期になって
いた）
公開質問状：県知事選挙に向け 4 団体で公開質問状をだす。11 月 28 日記者会見
予定。
糸賀一雄記念賞：高嶺豊氏（琉球大学法文学部人間学科

社会福祉学

教授）が糸

賀一雄記念賞を受賞されるので、4 団体で祝賀会を行う案がある。
※次回運営委員会
11 月 30 日（火）18：30～

那覇市病院
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司会者：宮良

記録・連絡係：石郷岡

学習委員会よりお知らせ
（Ｈ２２．１０／２９付）

◇１１月定例会◇
下記の研修会へ振り替えます
第４７回 九州医療ソーシャルワーカー研修会おきなわ大会
日時：平成２２年１１月２０日（土）１３：００～１７：００
１１月２１日（日） ９：３０～１５：００
場所：沖縄産業支援センター
那覇市小禄８３１－１

☆研修会のお知らせ☆
[平成２２年度初任者研修会]
研修体系と内容の見直しのため、今年度の初任者研修会は予定しておりません。来年度開
催へ向けて準備しておりますので、ご了承ください。

会員の動向
新入会員３名

退会１名

変更１名
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はいさいワーク
NO．３４（平成２２年１０月２５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：
＞＞＞新卒者・既卒者の履歴書を預かっていますので、コンタクトを取りたい方は、市立病院まで連絡を。
①既卒者

：

１２名

②新卒者（平成２３年４月卒業見込み）：
・ 桑江

幸子

：

九州看護福祉大学

・ 大城

尚幸

：

日本福祉大学

・ 大川

陽子

：

美作大学

・ 他８名
＊求人：
①那覇市立病院

医療福祉相談室

非常勤 MSW

＞＞＞詳細は、那覇市立病院

１名：

医療福祉相談室（樋口）まで。

８８４－５１１１内線１２７
②那覇市立病院

地域医療連携室

非常勤事務職

・採用年月日

：

・給与

： 日給￥６２５０

１名：

平成２２年１１月～

＞＞＞詳細は、那覇市立病院 地域医療連携室（外間）まで。
８８４－５１１１内線１０７

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
やっと沖縄でも秋らしい季節感が感じられるようになりました。さわやかな風に触れると気持ちも
（体も）軽やかに感じられます。今月号はいろいろな予定が重なり遅めの発行となり申し訳ございませ
んでした。原稿依頼を快く引き受けて頂いた皆さん、本当にありがとうございました。（塩川）
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事務局：大浜第一病院

沖縄県医療ソーシャルワーカー協会
MSW ニュース 12 月号
2010 年 12 月 1 日発行

〒902-8571 那覇市安里１－７－３
TEL （098）866‐5171
FAX （098）864‐1874
E-mail t-matayosi＠ns.omotokai.jp
編 集：瑞慶覧 幸穂（南部徳洲会病院）

研究発表『院内タオル帽子ボランティアの実際』
琉球大学医学部付属病院

石郷丘

美穂

昨年 10 月に共同研究者らと始めたタオル帽子のボランティア活動が 1 年を経過したので、経験をま
とめ今後を展望するため今大会にエントリーしました。帽子の実物や活動風景はスライドに写真を載せ
ました。以下は発表の概略です。
１）『タオル帽子』の説明
タオル帽子は岩手ホスピスの会で考案されたフェースタオルで作る帽子を指し、がん治療の副作用で
脱毛に悩む患者さんに贈られる。
２）ボランティアに取り組んだ背景
国のがん対策推進基本計画、医療ソーシャルワーカー倫理綱領などが原点にあった。
３）目的
がん治療の脱毛に悩む患者さんと、“誰かの役に立ちたい”市民とをタオル帽子でつなぐこと、その
中でサポートの交換が生まれる事を期待した。
４）活動概況と経過（準備期～活動開始～現在）
定例会や臨時講習会、イベント参加の実績。
５）ボランティアについて（定例会参加者アンケート）
ボランティアの年齢層は 10 代～50 代、針仕事が得意でないと答えた人の方が多かった。参加動機は
『患者さんの力になりたいと思った』『自分に合っていると思った』が上位。
６）世話人の役割と工夫点
ボランティアとの約束事、活動記録、そして世話人も無理せず楽しむ。
７）心をつなぐメッセージカード

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

出来上がった帽子に添えられるボランティアの手書

研究発表報告・・・・・・・・・・・・1、2、3

きメッセージ、帽子を受け取った患者さんからの感謝

研修会報告・・・・・・・・・・・・・・・・4

や激励のメッセージ。帽子を介して相互の心の交流が

運営委員会報告、福祉の窓・・・・・・・・・5

みられる。

定例会、めだかの学校のお知らせ・・・・・6、7
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８）結果
定例会延べ参加人数 128 名、提供したタオル帽子 306 枚、タオルの寄付 205 枚。参加者アンケートで
「活動参加後、自身にどのような“よい変化”があったか？」の問いに『がん患者さんの力になれて嬉
しい』
『いつも幸せな気持ちになる』
『あたらしい友人ができた』
『（自分が）癒される』などの回答を得
た。
９）課題と展望
タオル帽子が徐々に認知される中で量産という新たな課題が生じた。座長からも質問を受けたが、ボ
ランティア曰く“ノルマのないゆるさが魅力”の活動を継続しながら、量産のニーズに応えていくとい
う相反する目標をどのように達成するかが次年の課題である。
10）結語
実感としてタオル帽子は実用性も含めて喜ばれており、当初の目的はある程度達成できた。
* * * * * * * * *
私は病院事務職時代、上司（医師）の学会発表のお手伝いもしていました。T 先生は外来患者も多く
て超多忙なのに何故しょっちゅう学会発表するのか尋ねたことがあります。「石郷岡君、僕も師匠から
教わった事だけど、発表することは自分の仕事を総括すること。そうでもしないと日々流されていくで
しょ。準備は大変だけど、継続することが大事。自己成長は患者さんのためになるんだよ。」私はその
教えを胸に 10 年後 MSW になって発表デビューを果たしました。今回の発表で良かったことは、それこ
そやりっ放しの活動をまとめてみたら結構頑張ってたんだなと気づけた点。反省は本番まで充分な考察
やリハーサルをしなかった点です。
発表後のあの達成感は快感ですよ！専門職としてよりよい成長のために研究発表は絶好のチャンス
だと思いますが、イマイチ勇気がない人、ノウハウがわからない人を協会員が個別サポートするシステ
ムがあると、チャレンジャーも増えるのでは？と思いました。
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研究発表『中部徳洲会における高齢入院患者の動向』
中部徳洲会病院

宮城

岸順

11 月 20 日、21 日と開催されました、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。
今回の研究は、「中部徳洲会における高齢者入院患者の動向」～入院時スクリーニングからの考察～
という題目で、内容は当院ＭＳＷにて毎日行っている、入院時スクリーニングの現状の分析報告としま
した。
分析結果として、当院では施設から入院される患者さんの増加。在宅からの患者さんにおいては自立
されている患者さんより、入院時においてすでに介護サービスを利用されている患者さんの方が増加さ
れているという結果がでました。それを踏まえて、地域との関わりを大切にしていきたいとまとめまし
た。
今回の研修のテーマが「当事者、住民、地域と協働する福祉専門職」というものでしたし、基調講演
の岩間先生も地域における活動を重視した講演でした。岩間先生は、ＳＷは時代において変化するもの、
変化しないといけないものと話されていました。今まさに、地域との更なる連携が求められている時代、
ということだと思いました。
今回の発表は自分自身とても勉強になる機会でした。皆の前で何かを伝えるという事の難しさ、また
実践活動を研究することの難しさも感じました。
今後は常日常の業務と同じように、現状を上から見る視点も大切にして業務にあたりたいと思いまし
た。
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九州医療ソーシャルワーカー研修会沖縄大会報告
「第４７回九州医療ソーシャルワーカー研修会 おきなわ大会」を終えて
～研究発表担当より感謝を込めて～
楽寿苑居宅事業所 アダメ いづみ
去る１１月２０日、２１日の九州医療ソーシャルワーカー研修会おきなわ大会は３００余名の参
加者をお迎えし成功裏に終了することができたこと、その中に実行委員として参加できたことに感
慨深い何かがこみ上げてくるのを実感した私でした。研究発表では４つの研究発表テーマ「退院支
援･地域医療連携（座長：工藤修一氏）
」
「がん患者･終末期患者相談･支援（座長:玉木千賀子氏）
」
「ソ
ーシャルワーク実践（座長:大垣京子氏）」「業務分析･開発、教育（座長：岡田和敏氏）」に総数３
１の演題発表がありました（詳細は抄録をご覧くださいね）
。すべてのテーマが現場の MSW にとっ
て永遠の課題であり、そしてどの演題も即実践に生かせる充実した内容であったことは参加者全員
にとって大きなお土産となったのではないかと感じました。同時に、演者の皆様の汗と涙の結晶が
今回の発表を通して私たち参加者にも伝わり、県を越えた MSW の仲間の頑張りに「よし、私も明日
からがんばれる!!!」という喚起を参加者に与えてくれたことに深く感謝したいと思いました。そ
して、その裏方として座長の先生との事前打ち合わせや当日の発表を円滑に運営してくださった担
当リーダーをはじめとする各要員の皆さん、業務の合間を縫って笑顔でご協力頂いたこと、また、
実行委員長や大先輩の皆様、私たちを温かく見守ってくださったことに「深く感謝！」です。さて、
冬の風が香る今日この頃、くれぐれもお体ご自愛くださいね！･･･という私の肩には今日もしっか
りとサロンパスが張ってあります(^^)

大会を終えて
ハートライフ病院

望月

祥子

天気に恵まれた２日間。残念ながら１日目に参加ができなかったのですが、2 日目に会場入りし
た際、前日の講演及び懇親会が大盛況だったとの声を聞き、ワークショップと研究発表も滞りなく
終わりますようにと願いました･････。
全てが終わってみると、
「研修の大切さ」を実感します。各県の MSW が発表をし、質問をし、感
想を伝えあい、その中から日々の業務の中では得ることができない学びがありました。そのなかで
も、診療報酬の改定で退院時調整加算・介護支援連携指導料・退院時共同指導等、MSW が関わる算
定が増えてきており、取り組みや対応方法について参考になる内容が研究発表で聞くことができ、
MSW に求められているニーズに乗り遅れないよう現場に戻って業務の振り返りが必要だと感じてい
ます。
個人的には、久しぶりに県外の MSW に再会できたことが嬉しく、できることなら懇親会に参加し
て一緒にお酒を飲みたかった･････と。

大会を終えて
大浜第一病院

松田聡子

11/20、21 の両日にわたって開催された「第 47 回九州医療ソーシャルワーカー研修会おきなわ大
会」が無事幕を閉じました。ご協力頂いた協会員の皆様、本当にお疲れ様でした。行き届かない面
が多々ありご迷惑をおかけしたと思います。どうも有難うございました。
基調講演や教育講演、ワークショップ等、盛り沢山の内容でしたが皆さんは参加できたでしょう
か？私は残念ながら講演を聞く事は出来なかったので、定例会の機会にでもゆっくりとビデオ学習
したいと思っています。
感想はと言えば･･･やはり「やっと終わった～！」の一言につきます。
もうすっかり御用納めの気分ですが、皆さんも今回の大会で県内外の会員から沢山の
パワーをもらった事と思います。明日からの業務に生かせるよう頑張っていきましょう！
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11 月運営委員会

議事録

開 催 日 時：平成 22 年 11 月 30 日（火）18：30～19：30
場
所：那覇私立病院
参 加 者：樋口、宮良、古見、當銘、石郷岡（記録）
１、学習委員会
12 月定例会 12 月 8 日（水）
場 所：沖縄大学
テーマ：認定社会福祉士資格制度の動向
講 師：富樫先生
※1 他プログラムあり。詳細は学習委員会からのお知らせを参照
※2 九州大会の各リーダーはメンバーから反省や意見集約を行い事務局へ提出（当日持参可）
※3 来年 1 月以降は、アスベストに関する勉強会、中堅者研修、事例検討会を計画中
２、広報委員会
MSW ニュース 12 月号
担 当：南部徳洲会病院

瑞慶覧

幸穂さん

３、アクション委員会
沖縄県知事選では公開質問状を提出し、11/22 記者会見実施
４、4 団体協議会
高嶺 豊氏「糸賀一雄記念賞」受賞祝賀・交流会
12/18（土）13：30 開場 14：00 開始
５、その他
九州大会の打ち上げ 兼 新年会→企画委員に幹事を担当してもらう
以
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上

１２月定例研修会
日時：平成２２年１２月８日（水）１４：００～
場所：沖縄大学
＊教室は当日案内します。
＊駐車場は長田駐車場をご利用ください。
①九州医療ソーシャルワーカー研修会おきなわ大会 反省会
②講義『資格制度～認定社会福祉士～の動向』
講師：富樫八郎 先生 （沖縄大学 教授）
③事例検討会（予定）
④各委員会ミーティング

１２月めだかの学校について
１２月の予定はありません。

はいさいワーク

NO．３５（平成２２年１２月 １日）

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：
＞＞＞新卒者・既卒者の履歴書を預かっていますので、コンタクトを取りたい方は、市立病院まで連
絡を。
①既卒者 ： ・K・Ｒ 男性、２６歳、沖縄国際大学卒
・Ｈ・Ｓ 男性、３６歳、いわき明星大学卒
・Ｉ・Ｙ 女性、３５歳、沖縄国際大学卒
・Ｈ・Ｍ 男性、３１歳、沖縄国際大学卒
・他
②新卒者（平成２３年４月卒業見込み）
：
・ 櫻木 康太郎 ： 沖縄国際大学
・ 仲村 祐史
： 沖縄国際大学
・ 大山 海南美 ： 関東学院大学
・ 他５名
： 琉球大学
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☆お知らせ☆
以下、万障お繰り合わせの上、ご参加よろしくお願いします。
名称：「糸賀一雄記念賞」受賞祝賀会及び四団体交流会
日時：平成 22 年 12 月 18 日（土） 14 時開始～16 時まで（13:30 受付）記念講演及び祝賀・
交流会の二部構成
会場：沖縄国際大学 厚生会館 4 階大ホール（宜野湾市宜野湾）
受賞者：高嶺 豊（琉球大学法文学部 人間科学科教授）
参加費：二千円（茶菓子・飲み物含む）
参加対象者：沖縄県ソーシャルワーカー協議会（四団体：沖縄ソーシャルワーカー協会、沖縄
県社会福祉士会、沖縄県精神保健福祉士協会、沖縄県医療ソーシャルワーカー
協会）、50 名参加予定
目的：第 14 回糸賀一雄記念賞を受賞された高嶺豊氏をお祝いするとともに、県内四団体のソ
ーシャルワーカーが一堂に会し親睦する事を目的とする。
詳細：同封のチラシをご参照下さい
*人数把握のため参加可否を 12/14（火）までにお電話か FAX にて下記までご連絡下さい。
連絡先：那覇市立病院 医療福祉相談室 嘉手納泉也
884-5111（内線 211 ）FAX886-5502

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
今年も残すところあと１ヶ月となりました。来年も、心も体も「健康」で迎えられるよう、体調管理
に充分お気をつけください。来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。
初めてＭＳＷニュースを担当しました。全く何もわからないまま作り始め、皆さんにはご迷惑をお掛
けしました。出来上がったときには、嬉しさとほっとした気持ちで、自分自身に大満足でした＾＾
大会後や師走の慌しさが続く中、原稿依頼を快く引き受けて頂いた皆さん、本当にありがとうござい
ました。
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