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今年もあっという間に年度末になりました。 

３月は季節の変わり目の上に何かと慌ただしく、心身ともに疲れがでやすい時期で

す。これから花粉症に悩まされる方も多いかと思いますが、体調を整えながら乗り切

りましょう。  

今年度第３号のニュースレターをお届けします。 

 

１・掲示板 

（１）平成２６年度 第２回一般研修会 報告 

研修部  菅原 裕美（本舘病院） 

平成 27 年 1 月 31 日に、盛岡大通商店街

協同組合コミュニケーションギャラリーリリ

オにて一般研修会２を開催し 18 名の会員が

参加しました。 

岩手県立大学社会福祉学部講師の川乗賀也

先生に、援助者のメンタルヘルスと後輩指導な

どを担う中堅のＭＳＷに必要な知識とスキル

について、グループワークを交えご講演いただ

きました。 

参加者からは、メンタルヘルスの重要性に気

付いた、コンセンサスの大切さについて気づい

た、後輩指導に役立てたい、職場でのコミュニ

ケーションの取りかたを変えたいと思う、スコアや順位など数値化して考える機会を得

ることができた、実践ですぐに利用したい、ＭＳＷのグループワークが楽しかったなど

のご感想を頂きました。 

極めて多忙で、時間も心理的な余裕もなく、実践を行いながら部下の育成や業務管理

を行っている方も少なくないのではないでしょうか。 

「言えない」、「部下や同僚、上司に認めてもらえていない」と感じることはありませ

んか？ 
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風通しの良い職場環境をつくる、つづけるコミュニケーションはじめてみませんか？ 

（２）平成 27 年度定例総会のお知らせ 

   来年度の定例総会は、平成２７年６月６日（土）14 時～ 岩手県立中央病院 大

ホールにて開催する事が決定しました。14 時から定例総会を行い、その後一般研

修の予定となっています。 

   総会、一般研修の詳細が決まりましたら、改めてご案内致します。   

  

（３）慶弔費について   

当協会では慶弔費規程がありますが、「案内が足りないのでは？」という声をい

ただいております。今後、会報やホームページに掲載を検討しております。 

申し出を希望される場合、まずは事務局に問い合わせをお願いします。 

1）会員本人の結婚 ①お祝い金 5,000 円 ②祝電 

2）会員本人の出産 ①お祝い金 5,000 円 

3）会員の配偶者・子・父母・兄弟の死亡 ①弔慰金 5,000 円 ②弔電 

4）会員本人の死亡 ①弔慰金 10,000 円 ②生花（20,000 円以内）③弔電 

    

２・部会活動報告 

（１） 役員会  

・平成２６年１２月５日（木）18;30～ 第４回開催（岩手医科大学付属病院）  

①各部会活動報告について 

②会員入退会について 

③その他 

・平成２７年２月２３日（月）18:30～ 第５回開催（岩手医科大学付属病院）  

①各部会活動報告について 

②会員入退会について 

③来年度の定例総会について 

④その他 

 

（２） 総務部会 

・平成 27 年 3 月 部会開催予定 

 

（３） 研修部会 

部会開催はなし 

 

（４） 出版部会 

・平成２７年３月 部会開催予定 

・会報、ニュースレターともに、電話やメールを活用しながらすすめている。 

・平成２６年度会報は、２７年度定例総会で配布予定。 



 

（５） 病院実習部会 

 部会開催はなし 

 

（６） 社会活動部会  

・平成２７年２月２８日（土） 13：00～  部会開催 （あすもあ遠野） 

①東日本大震災を振り返る  

②来年度社会活動部会活動内容の検討  

 

（７）ホームページ部会 

・平成２７年２月１４日（土） １4：00～ 部会開催（荻野病院） 

来年度、仮のホームページを有料版にし、会の正式なホームページとする方

向で検討中 

①仮のホームページを有料版にアップグレードし、会のホームページとしたい。  

②サーバー容量が無制限であることから Business 版（￥28980）を来年 

度予算に計上したい。 

③来年度の活動計画の第一回についてはホームページの編集方法を部会員に

レクチャーを行い、部会員がホームページを更新できるようにする。 

④来年度は HP 部会員を、他部会の担当に割り振り、部会から出た研修報告等

を、担当者がホームページに掲載するようにしたい。全体的な管理は部会長

が行う。 

仮のホームページのアドレス  http://iwatemsw.jimdo.com/ 

 

（８）スーパービジョン部会 

・グループ研修（初任～中堅のグループ） 

第 3 回 平成 26 年 12 月 13 日（土） 荻野病院 

テーマ「認知理論・アプローチ」 

第 4 回 平成 27 年 2 月 14 日（土） 栃内病院 

テーマ「システム（家族療法）理論」 

※スーパーバイザーとして盛岡観山荘病院 PSW 山舘幸雄氏に参加頂いた。 

・グループスーパービジョン（経験年数 10 年超のグループ） 

場所：盛岡赤十字病院 

時間：18：00～21：00 

第 1 回 平成 26 年 4 月 14 日(火) 

第 2 回 平成 26 年 5 月 20 日(火) 

第 3 回 平成 26 年 6 月 17 日(火) 

第 4 回 平成 26 年 7 月 15 日(火) 

第 5 回 平成 26 年 9 月 16 日(火) 

http://iwatemsw.jimdo.com/


第 6 回 平成 26 年 10 月 21 日(火) 

第 7 回 平成 26 年 12 月 9 日(火) 

 

３・直撃！！あなたの相談室 

 今回は、“岩手県立宮古病院 地域医療福祉連携室 湯澤克さん”に直撃しました！！ 

       

「本州最東端の病院」の県立宮古病院です。医療圏は宮古市をはじめ、山田町、岩泉町、

田野畑村で対象人口は約 9 万人、この地域唯一の中核病院として 1 次から 3 次までの医療

を担っています。平成 25 年 3 月に病床再編を行い 293 床が稼働しています。 

当院の医療社会事業士（以下、MSW）は地域医療福祉連携室（以下、連携室）に所属し

ています。連携室は医療福祉相談の窓口

のほか、患者サポート相談窓口、がん相

談支援センター、医療機関からの紹介や

逆紹介及び返書の管理、地域連携パスの

運用管理、広報など様々な機能をもって

います。院長が室長、事務局次長が室次

長を兼務しておりますが、実務的なスタ

ッフとしては看護師長の連携コーディ

ネーター、ＭＳＷ３名（臨時１名含）の

体制です。 

連携室が多様な機能を持つことはよくあることですが、当院の特徴は連携室の MSW と

看護師がこれら業務の全てを担っていることにあります。業務が広範囲に渡るうえ、業務

量も多く、事務職員等の配置も必要とは思いますが、現在の体制は、地域から患者さんが

紹介された時点から相談窓口や退院支援のスタッフが関わりを持つことになりますから、

早期介入やシームレスな支援に繋がるというプラスの側面もあります。 

この特徴を活かし、連携室機能を強化する取り組みを行っていますので、いくつかご紹

介します。 

【連携医療機関訪問】 

 「顔と顔の見える連携」と信

頼のある紹介・逆紹介の推進を

目指すべく、連携医療機関の訪

問を開始しました。これまでに

2 つのクリニックと圏域すべて

の病院を訪問しています。地域

の病院がそれぞれ抱えている課

題を共有した他、当院との連携

のあり方について意見交換を行

いました。 

左から MSW 湯澤、MSW 濱田、連携コーディネーター山内、MSW 関澤 



訪問先では「7 割強が当院からの転院患者で成り立っているため、患者の紹介を今後も継

続して行ってほしい」、「精神科病院ではあるが高齢世帯が増加している地域の事情に合

わせて看取りを積極的に行いたい」、「人工栄養の導入の意思決定については急性期病院

から患者を受け入れた後に時間をかけて行っていきたい」というように、具体的な病院

機能について教えていただくことができました。この情報が把握されることで、病院機

能に応じた患者さんの紹介が可能となり、転院調整の円滑化にも繋がっています。 

 

【患者サポートカンファレンス】 

 当院では患者サポート充実体制加  

算に求められている週１回のカンファ

レンスを重視しています。院長、事務

局長、総看護師長、事務局次長、医事

経営課長、外来看護師長、連携コーデ

ィネーター、ＭＳＷが参加し、主に患

者等から受けた苦情、提言に係る対応

方針の協議を行っている他、連携室で

行う相談業務や退院支援業務における

困難事例も報告し、地域的な課題や病

院の課題を共有する場ともなっていま

す。 

具体的に改善に繋げた例としては、「職員の挨拶がない」という患者さんからの意見に対

して、カンファレンスで協議したところ、院内の啓発だけではなく具体的な対策を講じる

必要があるとの結論に至り、「始業時の挨拶運動」を行うこととなりました。病院のトップ

が揃って協議する場があることにより、連携室で把握された患者さんの意見や地域的なニ

ーズを直接的に改善に繋げることができます。また、苦情等についても「病院として」の

対応が協議できることから、相談を受け付けた担当者が責任を負うような状況を避けるこ

とができています。 

 

【広報】 

 連携室では３つの広報の作成

を担っています。1 つ目は院内

に連携室の業務を周知する「連

携室だより」、2 つ目は院外の連

携医療機関に向けた連携室広報

誌「Baton」、3 つ目は平成 25

年 9 月にオープンした、「がん患

者・家族サロン『はまぎく』」の

活動をお知らせする「サロンだ

連携室で作成している広報 



より」です。 

 これらの広報は MSW が中心となり作成しています。患者のニーズや地域のニーズを直

接受ける相談支援の窓口であるからこそ、広報という手段を用いて、そのニーズを病院全

体、地域全体で共有できるようにしていきたいと考えています。 

今回は当院の連携室の特徴をご紹介しました。先日、病院機能評価を受審しましたが、

患者サポートカンファレンスについては、「形式的なものではなく、患者の声から具体的

な改善に繋げている」ことを評価されましたし、病院訪問など地域のニーズの把握に努め

ていることを高く評価していただきました。人員体制は充実しているとは言えませんが、

今後も相談業務で得られる患者のニーズや、退院支援で得られる地域ニーズに即応できる

病院を目指して、連携室機能の強化を図りたいと考えています。                   

 

次の直撃はどこになるのか・・・お楽しみに！ 

 

４・会員情報（平成 2７年２月２０日現在 会員数１２０人） 

≪変更≫    

 

５・会費の納入についてのお願い 

   

 

振込みの際には会員本人名での振込みをお願いします。 

所属あての領収書が必要な方は事務局にお知らせください。 

銀行名 ：北日本銀行 見前支店 

  口座番号：１７７２５３１ 

  口座名義：岩手県医療ソーシャルワーカー協会会長 青木 慎也（アオキ シンヤ） 

  年会費 ：７，０００円 

＊講座名義人が変更となっておりますので、ご留意ください 

 

６・事務局からのお知らせ 

  年度末を迎え、さまざまな別れと出会いがあるかと思います。会員の所属の変更

などありましたら事務局へ届け出をお願いします。また入会希望の方がいましたらご

案内もお願いします。 

 （届出用紙は会報でご確認いただくか、事務局にお問い合わせください） 

   

氏 名 変 更 前 変 更 後 

伊東 勇哉 南昌病院 介護老人保健施設 敬愛荘 


