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オムスワ

オムスワは Okayama Medical Social Worker Association の頭文字の略語です。
岡山県医療ソーシャルワーカー協会事務局：玉島病院内 倉敷市玉島乙島 4030
http://www.omswa.org/

朝夕の寒暖差がでてくる季節ですが、皆様お変わりありませんか？
疲れがでてくる時期だと思いますので、お身体ご自愛くださいませ。

研修会のお知らせ
【基礎コース】
「２０１９年度基礎コース研修受講者募集について」を同封しております。
よくお読みいただき申し込みをしてください。
締め切りは、６月１４日（金）必着です。締切厳守でお願いいたします。
昨年度受講された、今年度２・３年目の方も再度申し込みが必要ですので、忘れずにお願いします。
◇第１回研修
・日時：２０１９年６月２９日（土） １０：００～１６：００（受付９：３０～）
・場所：しげい病院・倉敷中央病院 （集合場所：しげい病院 ５階かわせみホール）
・内容：AM １年目 講義「ソーシャルワーカーの視点及び歴史を学ぶ」
講師 岡山県医療ソーシャルワーカー協会 石橋京子氏
2・３年目 講義「ソーシャルワーカーの視点」
講師 岡山県医療ソーシャルワーカー協会 田辺紀子氏
PM グループワーク
☆上記の研修に参加される方で施設長宛に公文書が必要な方はかとう内科並木通り診療所の横山までご連絡
ください。 TEL086-264-8855（代表） メール namiki03@kato-namiki.or.jp

２０１9 年度年報投稿論文募集のお知らせ
２０１9 年度年報「岡山県医療ソーシャルワークＶｏｌ．26」に掲載する論文を募集します。
投稿希望者は、まず下記の投稿規程をご確認の上、８月１5 日必着で「論文タイトル」
「執筆する会員の所属
機関と氏名」
「共同研究者の所属機関と氏名」を郵送またはＦＡＸにて送付してください。
（任意の用紙に記
入）ふるってご応募ください。論文草稿の提出は９月末までにお願いします。尚、論文審査会の審査を経て、
掲載可否等を決定することになりますのでご了承ください。
応募先：倉敷中央病院 医療福祉相談室 長瀬紀子
送付先：〒710-8602 倉敷市美和 1-1-1 ＦＡＸ：086-422-5021
岡山県医療ソーシャルワーカー協会年報投稿規程
１．寄稿者は岡山県医療ソーシャルワーカー協会 A 会員である者に限る。
但し、A 会員を中心とした共同研究については A 会員以外の者を含むことが出来るが A 会員以外の
者の職種・所属を記載しなくてはならない。
２．投稿原稿は、和文及び英文の総説、原著、症例及び短報で、他紙及び他学会等に未発表のものに限る。
３．投稿論文掲載の可否は論文審査会で決定する。論文審査会は、会長・副会長・事務局長・広報出版理
事等で構成する。
４．３．以外の原稿の採択及び掲載様式は広報出版部で決定する。
なお、論文執筆にあたっては、年報「ＯＭＳＷＡ 岡山医療ソーシャルワーク」および、協会ホーム
ページに掲載している執筆要綱をご確認ください。

新人紹介文のオムスワ掲載について
今年度入会の方の自己紹介文を募集します。今年度、協会に入会された方は同封の新人紹介の用紙に記載の
上、6 月末までに下記へ郵送してください。なお、掲載は順次行いますが、紙面の都合で遅くなることもあ
りますのでご了承ください。
提出先：〒700-0804 岡山市北区中井町２-5-1 心臓病センター榊原病院 担当：櫻井

事務局からのお知らせ
【2018 年度第 10 回理事会報告】
日時：5 月 19 日（日）9 時 30 分～10 時
1、社員定期総会について
2、その他
ソーシャルワーカーデイについて
【2019 年度第 1 回理事会報告】
日時：5 月 19 日（日）16 時～17 時
1、第 5 号議案について
2、第 6 号議案について
3、2019 年度理事組織編制について
4、関連職種団体担当者について
5、各部事業報告
6、岡山県社会福祉協議会会長表彰について
7、災害派遣福祉チーム（DWAT）推進会議について
8、その他
他団体会議出席等
【社員定期総会報告】
2019 年 5 月 19 日（日）に倉敷中央病院にて社員定期総会が開催されました。
A 会員数 377 名、総会出席 135 名、委任 166 名の合計 301 で会員数の過半数以上で総会は成立しまし
た。また、提案議案はすべて承認されました。
今年度も協会運営への会員の皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
5 月 19 日より事務局が変わりました！！
新事務局：玉島病院
事務局長 有本明美
倉敷市玉島乙島 4030
TEL 086-522-4141（代）

FAX 086-522-2218（直）

☆理事体制
会長：森田千賀子
副会長：横山幸生（兼研修部長） 長瀬紀子（兼広報部長）
事務局長：有本明美
事務局補佐：原田久美子
財務：若林里佳
研修担当：大田真一 武内宏憲 八谷直博 山川ちづる 片岡志麻 大久保亜紀 鈴木智恵
広報担当：神﨑晴子 有友公 田中香緒里
【定款及び諸規程等のホームページ掲載について】
今年度より当協会の定款及び諸規程をホームページへ掲載しています。会員ページにてご確認ください。
また、入退会及び会員登録変更届もホームページよりダウンロードできますのでご利用ください。

【地域包括ケアシステム学会演題募集のお知らせ】
第３回岡山県地域包括ケアシステム学会が２０１9 年９月 29 日（日）に開催されます。
一般演題発表をご希望の方は、当協会事務局までご連絡をお願いします。詳細については、
岡山県地域包括ケアシステム学会ホームページ（https://i.kawasaki-m.ac.jp/occs/）の
「一般演題募集のご案内」をご確認ください。
【他団体からの研修案内】
2019 年度医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修 [第 2 回研修]
岡山県より会員への周知と受講者の推薦の案内が届いています。
国立保健医療科学院ホームページ（https://www.niph.go.jp/）にて研修内容や受講資格等を
ご確認の上、推薦をご希望の方は事務局までご連絡ください。
研修期間：2019 年 11 月 18 日(月)～11 月 20 日(水) 3 日間
研修場所：国立保健医療科学院（埼玉県和光市）
受付期間：2019 年 8 月 5 日(月)～9 月 4 日(水) 必着
以下の会員情報はホームページでは掲載しません
会員の異動
【入会 A 会員】
【退会 A 会員】

【名称変更】
倉敷リバーサイド病院

⇒ 倉敷中央病院リバーサイド

☆ 今月の担当は、森川(岡山西大寺病院)、櫻井(心臓病ｾﾝﾀｰ榊原病院)、和田(岡山ろうさい病院)でした。
7 月の担当は、森川(倉敷第一病院)、木口(金光病院)、溝手(済生会吉備病院)です。
尚、原稿を依頼される場合は、森川(倉敷第一病院)のメールアドレスまでお送り下さい。
締め切り

6 月２０日（土）必着

森川 chiiki_daiichi@seiwakai-net.or.jp

役に立つ豆知識
治療用装具について
【治療用装具とは】
保険医が治療上必要があると認めて、医師の指示のもと使われる装具です。
【支給条件】
◎療養費の対象となるもの（原則、下記をすべて満たしているもの）
・治療上、必要不可欠な範囲のもの
・厚生労働省の定めた方法により、原則オーダーメイドで作製されたもの
・保険診療の範囲内では対処できないもの
・症状固定前のもの(治療用装具)
◎次のようなものは支給対象外となります
・治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活や職業上必要とされる補装具など※注
・作成した装具には、使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に申請された場合は、支給対象
外になることがあります。
日常生活の利便性のためや、スポーツなどの一時的な使用目的のため、といったものについては療養費の
支給対象とされません。義手、義足は療養の過程において、その傷病のため必要と認められる場合で症状固
定前の練習用に仮に作製したものは、１回に限り治療用装具として支給されます。
健康保険で定められた価格を基準に計算し支払われるので、かかった費用の全額が給付されるわけではあり
ません。健康保険の給付の範囲内で算定した額の 7 割が支給されます。
（70 歳以上の方は所得に応じて 7
割～９割）
支給時期はおよそ申請後２～３ヶ月後です。
【手続きまでの流れ】
1.医師から装具や義肢の処方
2.義肢装具士にて採型・採寸をした後、製作
3.必要な場合、仮合わせ
4.患者様に装着して納品
5.医師から意見書が発行
6.患者様に装具や義肢の代金を装具業者に一度全額支払い
７.患者様またはご家族の方に各保険者の窓口にて申請
※ご家族の方が代理でいかれる場合は運転免許証などの身分証が必要になります
８.後日、自己負担分を除いた額がご指定の口座へと振込
【申請時に必要なもの】
・療養費支給申請書（治療用装具）
・医師の意見書（装具装着証明書）
・領収書（原本）
・保険証
・印鑑
・振込口座のわかるもの
※注
治療終了後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合には、
「更生用義肢・装具」として本人の生活
にあわせた義肢装具を製作します。この場合には受傷の原因や身体障害者手帳の有無などにより利
用する制度が異なり、対象者には申請により労災保険や障害者総合支援法などから製作または修理
に要する費用（補装具費）が支給されます。

