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大分県内医療ソーシャルワーカー配置状況調査

大分県医療ソーシャルワーカー協会の事業計画立案の参考とする為､又各医療機関の採用計画等の参考資料とする為に調査を実施
平成22年10月1日～平成22年10月23日
大分県内の20床以上の入院施設を有する医療機関(病院)
大分県医療ソーシャルワーカー協会会員による電話調査
①医療ソーシャルワーカー配置の有無②配置人数③医療ソーシャルワーカーの保有資格の3点
として｢大分県医療機能情報｣を用いた｡

Ⅰ ･配置機関数

○大分県内では62%の病院に医療ソーシャルワーカーが配置されている

2次医療圏 倡9*ﾉ�｢�医療機関数 僭ｩ'Xｴ�ｭi�B�配置率 

中部 ��YZｨ�2�55 鼎��73% 
臼杵市 迭�2 鼎�R�

津久見市 ���1 免����

由布市 釘�2 鉄�R�

西部 �?ｩ68�2�18 迭�28% 
玖珠町 �2�0 ��R�

南部 俚)Hﾈ�2�9 途�78% 

北部 �(i,8�2�ll 途�64% 豊後高田市 �2�2 田rR�

宇佐市 ����4 鼎�R�

豊肥 囘ﾈﾎ9�Ynﾈ�2�4 �2�75% 
竹田市 �2�3 ����R�

東部 兔ｩWｸ�2�27 ����73% 
杵築市 釘�2 鉄�R�

国東市 �2�1 �32R�

日出町 �2�3 ��

■l-■- 俘xﾇb�162 �����E62% 
＼J 

Ⅱ 唳Gｩ'Y�ﾉ�B�

○大分県内には243人の医療ソーシャルワーカーが配置されている

○人口5450人に1人の医療ソーシャルワーカーが配置されている｡配置状況には地域差が大きい｡

(中部医療圏4471, 14人: 1人に対し西部医療圏は7308.43人: 1人)

○医療ソーシャルワーカーの内89%は社会福祉士､若しくは精神保健福祉士の資格を有している｡

○一般病床､療養病床を有する病院に配置されている医療ソーシャルワーカーの90%が社会福祉士資格を有している｡ (142人/158人)

○精神科病床を有する病院に配置されている医療ソーシャルワーカーの89%が精神保健福祉士資格を有している(76人/85人)
2次医療圏 倡9*ﾉ�｢�(DSW人数 ����檠Y�8贓�B�③精神保健hr.'1-祉f.-数 �+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｦ��不明.無資格 倆��粕ﾂﾒ��胃yfﾘ極m8ﾊﾈ9����医療圏人口/SW数 

中部 ��YZｨ�2�106 鉄��45 ���1 涛３�4471.14人 
臼杵市 迭�3 �� �"�67% 

津久見市 �"�2 �� ��loo‰ 

由布市 ��2�12 ��� ��loo‰ 

西部 �?ｩ68�2�14 澱�8 �� ����R�7308.43人 
玖珠町 ���0 �� �� 

南部 俚)Hﾈ�2�16 ��2�2 ��� 涛BR�4965.19人 

北部 �(i,8�2�12 途�2 �2� 都RR�6280.26人 豊後高田市 途�2 迭� ��100% 

宇佐市 唐�5 �2� ��100% 

豊肥 囘ﾈﾎ9�Ynﾈ�2�7 釘� �"�1 鉄rR�4799.57人 
竹田市 途�5 ��� ���71% 

東部 兔ｩWｸ�2�40 �#��10 ��1 涛３�4875.70人 
杵葉市 ���1 �� ��100% 

国東市 啌��ﾂ粐���粨��ﾒ��1 �� ��loo‰ 

日出町 ��7紕�2 ��� ��� 

合計 ��#C2�151 都��7 途�i89% 鉄CS���Y�ﾂ�

※その他資格は �靜ﾈ辷��ｩnX住I]ｸﾉ(蹕H��捧Y�8皦駟9��

Ⅲ 唳V���ｴｹlﾙh�,ﾉGｩ'X�8ｻR�

049床以下の病院配置率26%に対し200床以上の病院には100%配置されている
0 1つの病院に配置されている医療ソーシャルワーカーの平均人数は2.41人

病床数 亢�ｭi�B�配置機関数 僭ｩ-Hｴ�ｭi�B�&h,B��配置人数 兌ﾘｼ�ｩ'Y�B�
49床以下 鼎2�ll �.�#bR�20 ��繝"�

50床～99床 鼎B�21 ���38 ��繝��

100床～149床 �#��24 塔bR�48 �"�

150床～199床 ����17 陶nﾂ粐�51 �2�

200床～249床 湯�9 ��ﾃ����24 �"緜r�

250床～299床 唐�8 亰C���R�29 �2緜2�

300床以上 免ﾂ�ll ������33 ��

計 ��c"�101 苗"R�243 忠[ﾘｼ�H��"紊��
:.......-_,._.I...:.. 

Ⅳ ･病院機能毎の配置状況

○最も配置率が高く､最も配置人数も多いのは精神科病床のみを有する病院である(100%　配置人数平均3.47人)

【一般病床をのみを有する病院の配置状況】 
病床数 儼����B�配置機関数 僭ｩ'Yzb�配置人数 �����ｴ�ｭgR兌ﾘｼ�ｩ'Y�B�

49床以下 �3"�9 �#３�ll ���#"�

50床～99床 �#R�12 鼎３�19 ��經��

100床～149床 途�5 都�R�8 ��綯�

150床～199床 �2�3 免����ll �2緜r�

200床～249床 ���1 免����4 釘�

｢　~~ll~~



250床～299床 �2�3 ����R�10 �2�32�

300床以上 �2�3 免����4 ���32�

計 都B�36 都３�67 �"�3��

【療養病床のみを有する病院の配置状況】 
病床数 儼����B�配置機関数 僭ｩ'Yzb�配置人数 僭､YXHｴ�ｭh,ﾃ�rﾒﾘｼ�ｨﾅ��B�

49床以下 澱�1 ��rR�1 ���

50床～99床 迭�2 鼎�R�6 �2�

100床～149床 �"�1 鉄�R�2 �"�

計 ��2�4 �3bR�9 �"�

-:病床のみを有する病院の配置状況】 

病床数 儼����B�配置機関数 僭ｩ'Yzb�配置人数 僭ｩ��GHｴ�ｭd｢兌ﾘｼ�ｹ���B�

49床以下 ���1 ����R�8 唐�

50床～99床 �� ����R� ���

100床～149床 澱�6 免����16 �"緜r�

150床～199床 湯�9 ����R�29 �2�#"�

200床～249床 迭�5 免����12 �"紕�

250床～299床 ���1 ����R�2 �"�

300床以上 �2�3 免����18 ��

計 �#R�25 ����R�85 �*ﾃ2紊r�

【複数の病床種 兔ｨ/�tﾈ+x.儼���,ﾉGｩ'X�8ｻX�｢�
病床数 儼����B�配置機関数 僭ｩ'Yzb�配置人数 凉�:ﾈｴ�ｭeR咼池ﾒﾘｼ�ｨﾅ��B�

49床以下 釘�0 ��R�0 ���

50床～99床 ��B�7 鉄�R�13 ��繝b�

100床～149床 ��2�12 涛"R�22 ��繝2�

150床～199床 途�5 都�R�ll �"�"�

200床～249床 �2�3 免����8 �"緜r�

250床～299床 釘�4 免����17 釘�#R�

300床以上 迭�5 免����ll �"�"�

l計 鉄��36 都2R�82 �"��B�

Ⅴ ･ 1機関毎の配置人数

○配置人数2名以下の小規模な職場が50%を超えている｡

1機関毎の配置人数 
人数 亢�ｭi�B� 

1名 ��33"� 

2名 無#��

3名 �� 

4名 途�

5名 唐�

6名 �"�

7名 ���

8名 ���

9名 ���

不明 釘�

7名8名9.慧

不明
4% sw配置人数
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