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師走になりました！今年は、COVID-19 の影響を受けた 1 年でしたね。
来年もできることを工夫しながら、お互い協力し合って頑張って行きましょう！！

10／17 全体研修報告
『全体研修「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～」に参加して』
新型コロナウイルス感染が拡大し多くの病院で MSW の患者・家族の支援にも大きな影響を与えています。当院
でも先月から面会制限が少し緩和されましたが、それまでは入院患者は家族と会えない状況が続き辛さや寂しさ、
今後の不安等を感じられ、コロナ禍によって生じる変化や制約を日々感じていました。
しかし、今回研修に参加させていただき他病院の MSW も同じ悩みや支援の大変さを感じていることを知りまし
た。そして改めて入院とは非日常的な生活であり社会とのつながりが遮断されているものだと気づかされ、MSW
がつなぎ役となることがより一層求められていると感じました。
いつ感染が終息するか分からない状況が続きますが、先人の MSW の先輩方のように必要なものは作りだしてい
くという姿勢でコロナ禍での新しい支援（オンライン導入等）
、そして患者さんと社会を「繋ぐ」役割をしっかり考
えていきたいと思います。
重井医学研究所附属病院 佐々木 友里

研修部からのお知らせ
【研修案内】
【第 2 回 基礎コース研修】
・日時：2020 年 12 月 19 日（土） 14 時～16 時 30 分（13 時 30 分～受付）
・方法：オンライン（ZOOM）研修 ※以下確認をお願いします
・内容：講義「介護保険制度について」
グループワーク
・講師：平松直美氏（岡山しげい居宅介護支援事業所）
※参加方法
研修開催日までに基礎コース担当者よりグループリーダーへ、Zoom の ID・パスコードをお送りさせていただき
ます。グループリーダーより、グループメンバーへ ZoomID・パスコードを共有してください。研修当日は
ZoomID・パスコードを入力して、Web 会議室 Zoom へお入りください。
【第 1 回 ステップアップコース研修】＊4 年～概ね 7 年目対象
援助技術 事例検討～社会的問題の為、退院支援に苦慮したケース～
介護保険制度の普及、活用が進む中、社会的多問題のケースも増加している。その中で MSW には危機介入の技
術が不可欠です。上記のようなケースについて事例検討を通じて適切な援助技術について学びます。是非ご参加く
ださい。
・日時：2021 年 1 月 9 日（土） 14 時～16 時 15 分（受付 13 時 30 分～）
・場所：くらしき健康福祉プラザ 201 号室（倉敷市笹沖 180）
※先月号では 101 号室でご案内しておりましたが変更になっております。
・バイザー：大野ひとみ（玉島病院）
・事例提供者：早見真生（岡山旭東病院）
・対象：4 年目～概ね 7 年目会員
・申込み：1 月 6 日（水）までに下記までファックスでお申し込みください。
川崎医科大学附属病院 MSW 武内まで
電話 ０８６－４６２－１１１１ ファックス ０８６－４６４－０６６２

～ステップアップ研修（集合研修）実施における感染対策について～
ステップアップコース研修は、現在集合研修で開催する予定です。下記のように感染予防対策を徹底して行いま
すが、岡山県内の感染状況によっては開催を延期・または中止させていただくことをご了承ください。
◆集合研修開催にあたっての研修運営者側の対策
１）研修参加者の定員を最大 20 名までとします。60 名定員の会場を確保し密にならないように配慮しています。
1 時間に一度換気を行うようにいたします。
２）当日受付にて体温測定、体調の確認をさせていただきます。体調不良の会員の参加は認めません。
３）受付に消毒液を用意し、会場の出入り時に手指消毒をしていただくようにいたします。
４）研修参加者に下記のお願い事項を遵守いただくようにいたします。
◆研修運営者から研修参加者へのお願い事項
１）必ずマスクを着用してください。
２）手洗い・手指消毒を徹底してください。
３）参加者同士の距離をできるかぎり確保してください。
４）受付での体温測定・体調確認にご協力ください。
発熱、咳、鼻水、息苦しさ、のどの痛み、体のだるさ等、軽度でも症状がある場合は研修への参加はできません。
５）会場での飲食は原則できません。
６）ごみは各自でお持ち帰りください。
７）研修運営者の指示に必ず従ってください。
８）同居家族や濃厚接触したと考えられる方に感染、感染疑いの方がある場合は、研修に参加できません。
９）活動の自粛要請が出ている地域に在住あるいは勤務する場合は研修に参加できません。
10）２週間以内に、海外渡航歴がある方、海外から帰国した人との濃厚接触があった方、国内の感染拡大地域に出
向いた方、その地域の方と濃厚接触があった方は、研修運営者と参加の可否を相談してください。
11）研修参加後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、研修運営者に速やかに連絡してくだ
さい。
【第 1 回 専門コース研修】 ＊全体研修を兼ねる
・日時：2021 年 1 月 23 日（土） 14：00～16：15 (予定)
・内容：昨今、身寄りのない方や社会との繋がりが希薄な方々が増加傾向にあります。今回は、身寄りのない方や
ホームレスの方々への「きずな」の支援活動の実際を学び、ソーシャルワークの視点で当事者理解を深め、MSW
の役割を考える研修を予定しています。
・テーマ：
「社会とのつながり・接点を失った人（関係的困窮）への支援を考える
～「きずな」の活動を通して～
・講師：岡山・ホームレス支援「きずな」理事 新名雅樹先生（社会福祉士／伴走型支援士 1 級）
・方法：オンライン（ZOOM）研修（WI-FI 環境をお勧めいたします。
）
ZOOM アプリの使用方法につきご案内予定ですので初めての方もご参加ください。
・申込み：1 月 13 日までに下記メールまでお申し込みください。
倉敷中央病院：板谷（メールアドレス：ni8504@kchnet.or.jp）
申し込み記載内容⇒①所属、②氏名、③MSW 経験年数、④参加ツール（PC、スマホ等）
※1 つの機器で複数参加の場合は申込時に人数分の上記必要内容をご記載ください。
※ZOOM が初めての方はお知らせください。
⇒お申込みいただいた方には後日招待メールをお送り致します。
・お問い合わせ： 岡山旭東病院 片岡（086-276-3231）
【第 1 回 指導者コース研修】
｢セルフ・ピアスーパービジョン～到達度モデルの活用～｣をテーマに研修を企画いたしました。これまでの指導
方法を振り返り、指導者としての悩みや課題を共有することから見えてくるものがあるかもしれません。また各機
関の教育課程の中で、当協会の到達度モデルの活用方法を考えてみましょう。他機関との交流が激減していますが、
新年度の採用が近づくこの時期に、指導者としてスキルアップ、情報共有の場となればと思います。是非ご参加く
ださい。
・日時：2021 年 2 月 13 日（土）14：00～15：30（受付 13：30～）
・方法：オンライン（ZOOM）研修
・内容：①事前課題あり

②グループワーク（指導者としての悩みや課題・到達度モデルの活用方法）
・対象：Ａ会員 4 年目以上
・参加費：無料
・申込み：申し込み方法は次回 1 月号に掲載します
☆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

広報出版部からのお知らせ
9 月号・10 月号・11 月号の月刊オムスワで、協会ホームページのアドレス・協会事務局が間違っておりました。
続けての記載間違いについて、確認が不十分でしたことをお詫びいたします。ご迷惑をおかけして申し訳ありませ
んでした。

財務部からのお願い
2020 年度の会費納入がまだの方は納入をお願いします。
4 月号のオムスワに同封していた郵便払込取扱票または郵便局にある払込取扱票に下記内容を記載して納入して
ください。
★ 口座番号
０１２６０－１－１２２８２
★ 加入者名
岡山県医療ソーシャルワーカー協会
★ 振込人
○○病院
岡山○子 （所属名を必ず記入してください）

会費振込みについてご不明な点がございましたら、財務担当 水島中央病院 若林までご連絡ください。
水島中央病院 ℡ 086‐444‐3311

選挙管理委員会からのお知らせ
選挙のお知らせ
来年３月末の役員任期満了に伴い、次期役員選出を下記の要領で行います。
２０２０年１２月 １日 告示、立候補及び推薦の受付開始
１２月１４日 立候補及び推薦の受付締め切り
２０２１年 ２月 １日 立候補及び被推薦者の発表、投票受付開始
２月１１日 投票終了
の予定としております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

事務局からのお知らせ
（県協会からのお知らせ）
【２０２０年度第 5 回理事会報告（11 月 6 日開催）
】
日時：11 月 6 日(金)19：00～21：00
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…2020 年度年報
研修部…研修報告・計画
財務部…財務報告
２．70 周年記念企画について
３．選挙管理委員会立ち上げについて
４．個人情報保護方針について
５．会員登録更新について
６．その他
【個人情報保護方針について】
11/6 理事会にて当協会のプライバシーポリシー（個人情報保護方針）が承認されました。今月号オムスワに同

封いたしましたのでご確認ください。
【関連団体からのお知らせ】
・日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会 第８回研修会 in 岡山 延期のお知らせ
11/28（土）開催予定で、オムスワ 10 月号でお知らせしておりましたが、岡山県でも新型コロナウイルスの
感染拡大している状況により、延期となりました。改めて日程や研修方式のご案内があるとのことです。
【会員の異動】
ホームページ上では掲載していません。各施設へ郵送した本誌をご覧ください。
☆今月の担当は、安保（梶木病院）
、櫻井（榊原病院）
、日髙（岡山大学病院）でした。
1 月号の担当は、和田（岡山労災病院）
、眞宮（光生病院）
、福田（岡山西大寺病院）です。
尚、原稿を依頼される場合は、眞宮（光生病院）のメールアドレスまでお送りください。
締め切り 12 月 15 日（火）必着
眞宮（renkei@kousei-hp.or.jp）

役に立つ豆知識

虐待の対応について

虐待は、被虐待者の命と尊厳を損なう重大な事態です。私たちが働く医療機関や施設、また居宅等でも早期に虐
待に気づき適切な対応と必要な措置を講ずることで、その方の命を守る最後の砦になるかもしれないことを意識し、
従事したいものです。
今回は以下に、それぞれの虐待に関する根拠法律や通報先についてまとめてみました。参考にしてみてください。
虐待行為
根拠法律
通報する人
通報先
福祉事務所
児童虐待
身体的虐待
児童虐待防止法
発見者
ネグレクト
もしくは児童相談所
心理的虐待
性的虐待
※通告義務あり。
（第６条）
発見者
配偶者からの暴力 身体に対する暴力又は DV 防止法
配偶者暴力相談支援センター
これに準ずる心身に有
もしくは警察官
害な影響を及ぼす言動
※医療関係者は、DV を受けている者を発見した場合、守秘義務違反に問われることなく通
報することができるが、被害者の意思を尊重することが求められている。
（第６条）
障害者虐待
身体的虐待
障害者虐待防止法
発見者
市町村
ネグレクト
心理的虐待
性的虐待
経済的虐待
養護者による虐待、障害者福祉施設従業者等による虐待、使用者による虐待と規定されてい
る。
（第２条）
・発見者
高齢者虐待
身体的虐待
高齢者虐待防止法
市町村
ネグレクト
・要介護施設
心理的虐待
従事者等
性的虐待
経済的虐待
※通報義務あり。
（第７条、第２１条）
根拠法律では以上のようになりますが、高齢者虐待において包括支援センターが通報を受け介入したりすることも
あります。地域によって実情が違うこともあります。

