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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 倉敷玉島乙島 4030
http://www.omswa.ong/

９月に入っても、夏を思わせるような暑い毎日が続いております。新型コロナでの不安な状況はなかなか解
消されませんが、１日も早い終息を願っております。くれぐれも皆さまお体に気を付けてお過ごしください。

研修会のお知らせ
遅くなりましたが、研修がはじまります。新型コロナウイルス感染症拡大予防にともない、リモート研修が
中心になりますが、積極的にご参加ください。
【基礎コース第 1 回研修】
・日時： 2020 年 9 月 26 日（土）
1 年目 10 時から 12 時 40 分（受付 9 時 30 分～）
2・3 年目 14 時から 16 時 40 分（受付 13 時 30 分～）
・内容： 1 年目

〇講義「ソーシャルワーカーの視点及び歴史を学ぶ」
講師 石橋京子氏（岡山大学病院）
〇グループワーク

2・3 年目 〇講義「ソーシャルワーカーの視点」
講師 森田千賀子氏（水島協同病院）
〇グループワーク
・会場： Zoom によるオンライン開催
・申込み方法： 別紙案内を参照いただき、締め切り日（9 月 14 日必着）までにお申し込みください。
【全体研修】
新型コロナウイルス感染症の拡大は、ソーシャルワーカーの患者・家族への支援にも大きな影響を与えてい
ます。このたび一人ひとりの会員がソーシャルワーク業務にどのような困難を感じ、どのように対応したのか、
また困難のなかで見えてきたソーシャルワーカーとして大切にしていきたいものは何か、などグループディス
カッションなどを通してみなさまで共有していきたいと思います。ディスカッションしながらお互い元気にな
って、共有したことを日々のソーシャルワークに生かせるような機会になればと願っています。お気軽にご参
加ください。
・日時： 2020 年 10 月 17 日（土）14 時～16 時（開始 15 分前よりアクセスをお願いします）
・内容： 「ソーシャルワーカーとして大切にしたいことは何か？
～新型コロナウイルス感染症対応下でのソーシャルワークから学んだこと～」
指定発言（急性期病院からの報告）
、グループディスカッション、
新型コロナウイルス感染症拡大にともなうソーシャルワーク業務に関する現状調査の報告
・会場： Zoom によるオンライン開催
・申込み方法： 当協会ホームページ会員専用ページ全体研修申込フォームよりお申込みください。
下記 QR コードからお申込みいただけます。
（締め切り 9 月 30 日）

全体研修申し込み用 QR コード

◆オンライン研修参加のための事前練習開催について
オンライン研修にあたり、参加がうまくできるか不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。オン
ラインで活用する Zooｍで研修へ参加するまでの方法、マイク・スピーカー・ビデオの確認など、試してみる
機会を作りたいと思います。ご希望の方はご参加ください。
・日時： 2020 年 9 月 17 日（木）19 時～ / 9 月 19 日（土）10 時～
時間は 30 分程度です。
・申込みが必要になります。下記申込メールアドレスに、氏名・医療機関・メールアドレス（連絡用）
・参加希
望日をお知らせください。後日メールにて参加方法などご案内いたします。
申込みメールアドレス
yukitosizen@gmail.com (かとう内科並木通り診療所 横山)
☆上記研修申し込みでいただきました個人情報は適切に管理し、的確な研修運営を行うこと以外に活用させて
いただくことはございません。
☆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。
TEL 086-264-8855（代表） メールアドレス yukitosizen@gmail.com

事務局からのお知らせ
【２０２０年度第 3 回理事会報告（8 月 21 日開催）
】
日時：8 月 21 日(金)19：00～20：45
場所：Zoom にてオンライン開催
議事：１．各部事業報告・計画
広報出版部…協会ニュース、2020 年度年報
研修部…研修計画、オンライン研修について
財務部…財務報告
２．70 周年記念に関する活動について
３．令和 2 年 7 月豪雨に関する活動について
４．会員調査について
５．法人の ZOOM アカウント管理について
６．その他…令和 2 年度岡山県社協会長表彰、関連団体会議報告等
【第 54 回中国地区医療社会事業大会の開催延期のお知らせ】
今年度は山口県にて開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を考慮し、次年度へ順延
となりました。
【他団体からの研修案内】
・認知症研修会～新型コロナウイルス感染症時代の認知症対策～
日時：2020 年 9 月 12 日（土）14：00～16：00
会場：岡山県医師会館 401 号会議室
参加費：500 円
定員：先着 50 名
詳細・申込み：岡山プライマリケア学会のホームページにてご確認ください
http://www.p-care-okayama.com/
・日本医療マネジメント学会 第 25 回岡山県支部学術集会
テーマ：地域で制御するパンデミック
日時：2020 年 10 月 3 日（土）12：30～16：45
内容：特別講演 新型コロナウイルス感染症のマネジメント
WEB 会議ツール「ZOOM」にて開催
一般演題 新型コロナウイルス感染症
「Vimco」による動画配信 （9/20～10/9 の予定）
詳細は学会ホームページにてご確認ください
https://i.kawasaki-m.ac.jp/manage-okayama/

【会員の異動】
ホームページ上での掲載はしておりません。

【令和 2 年 7 月豪雨災害：募金へのご協力のお願い】
7 月に各地を襲った豪雨災害では九州など多くの地域に甚大な被害が生じました。協会として何かできるこ
とはないか理事会で協議し募金活動をおこなうことにしました。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から対面での受け付けは行わないこととし振込みでの対応とさせていただきます。下記に当協会の口座と募
金機関の一部を掲載しますので可能な範囲でご協力をお願いします。
当協会に振込いただく場合
中国銀行水島支店口座番号２５００５６０
名義人 一般社団法人岡山県医療ソーシャルワーカー協会財務部会長森田千賀子
手数料は恐れ入りますがご負担ください。
入金いただいたものは義援金として取りまとめ日本赤十字社等へ送金します
日本赤十字社令和 2 年豪雨災害義援金へ送金する場合
ゆうちょ銀行・郵便局
口座記号番号 00110-8-588189
口座加入者名 日赤令和 2 年 7 月豪雨災害義援金
中央共同募金会へ送金する場合
ゆうちょ銀行
口座記号番号 00140-4-325150
口座加入者名 中央共同募金会令和 2 年 7 月豪雨災害義援金

※新人紹介については紙面の関係上、今月は省略させていただきます。次号をお楽しみに！

☆ 今月の担当は、福田（岡山西大寺病院）
、眞宮（光生病院）
、和田（岡山労災病院）でした。
10 月の担当は、森川(つばさクリニック)、溝手(済生会吉備病院)、沼本（吉備リハ）です。
尚、原稿を依頼される場合は、森川 （ つばさクリニック
締め切り 9 月２3 日（水）必着

）のメールアドレスまでお送り下さい。

ym1907@tsubasa-clinic.net

役に立つ豆知識

診療報酬 PART３ 『療養・就労両立支援指導料』
令和 2 年度診療報酬改定において、療養・就労両立支援指導料の見直しが行われ
ました。
企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に
対して診療情報を提供した場合について評価する。
また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合につい
ても評価する。

対象患者及び連携先の拡大
◆対象となる疾患に、
「がん｣だけでなく、脳血管疾患、肝疾患、指定難病を追加
◆対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている
総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者の健康管理等を行う保健師を
追加

相談支援加算の創設
◆当該患者に対して、看護師または社会福祉士が相談支援を行った場合の評価を新設
初回 800 点
2 回目以降 400 点 （月１回に限り、3 月を限度）
（新） 相談支援加算 50 点
【相談支援加算の施設基準】
選任の看護師又は社会福祉士を配置しており、国又は医療関係団体等が実施する
研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修
カリキュラムに即した研修を修了していること。

参考：厚生労働省 HP 令和 2 年度診療報酬改定説明資料等について

