
　2 月 25 日「ソーシャルワーカーの再考」‐ 制度改
正と時代を捉え躍動する実践を支えるものとは ‐ を
テーマとして大分県社会福祉士会、大分県医療ソー
シャルワーカー協会による共催セミナーがホルトホー
ル大分にて行われました。
石井先生、小原先生の講演をはじめ、ソーシャルワー
カーの視点を通したシンポジストそれぞれの発表は、
熱く学びの多いセミナーとなりました。
また初の共催として船田、井元両会長の挨拶から始
まったセミナーは、今後の社会福祉士会との交流・協
働の活性化につながることと思います。ご協力いただ
きました講師、シンポジスト、報告者並びに参加者、
スタッフの皆さんありがとうございました。

プログラム　
【講演１】
『法改正・報酬改定を見据えた地域包括ケアの動向』
講 師 厚生労働省老健局総務課 課長補佐
 社会福祉士 石井 義恭 氏

【災害報告】
津久見市社会福祉協議会サポートセンター赤とんぼ
管理者 三重野 恵補 氏

【講演２】
 『ソーシャルワーク専門職のグローバル定義』
 ～日本での展開からみるソーシャルワークへの期待～
講 師 日本社会事業大学 福祉援助学科　教授 小原 眞知子 氏

【シンポジウム】
『ソーシャルワーク再考
～制度改正と時代を捉え躍動する実践を支えるものとは～』
〇シンポジスト
 ・うきは市社会福祉協議会 ワークサポート白鳥の家
在宅福祉課 障害者就労支援係長・管理者　國武 竜一 氏
 ・社会福祉法人 新友会 障害者支援施設ひまわり園
 管理課長 神田 旭 氏
 ・（一社） おおいたソーシャルワーカーステーション
ソーシャルワーカー 今尾顕太郎 氏
 ・大分県立病院
 医事相談課 地域医療連携班 主任 社会福祉士 楠元 緑 氏

大分県医療ソーシャルワーカー協会　広報誌

（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会　平成 30 年 3 月発行

2017 年度公開セミナーを開催しました。

石井 義恭 氏

國武 竜一 氏

今尾 顕太郎 理事

小原 眞知子氏

神田　旭 氏

楠元 緑 会員
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　11 月 12 日（日）大分県社会福祉介護研修センターにて「セ
ンターまつり＆元気フェア 2017」が開催されました。
当協会からもブース展示を実施、活動内容の掲示を行うとと
もに『医療・介護のご相談窓口』を設置、そこでブースへお
立ち寄り頂いた方へ、医療・介護にまつわるクイズを楽しん
でいただきました。
当日は 30 組の方にお立ち寄り頂き、お子様からご高齢者の方
までご参加いただくことができました。有意義なフェア参加
を行うことができました。ご参加くださった皆さん、ありが
とうございました。

　10 月 28 日（土）台風が近づく悪天候の中の開催でしたが、
たくさんの方にご参加頂き、意見交換会を無事開催すること
ができました。井元会長より退院支援、医療介護連携の現状
や課題についてご講義頂いたのち、参加者がそれらに日々感
じていること等意見交換を行いました。とても活発な意見交
換が出来ました。
最後は懇親会で親睦を深め、〆は皆でガッツポーズ ( 笑 )
ご参加くださった皆さん、ありがとうございました！
次はあなたの町で開催します！
それまでしばしお待ち下さい m(__)m

◇それぞれの思いが描かれたルミナリエ ◇エンプティーテーブルの意味をご存知ですか？

◇初参加多数で意見交換会

◇懇親会は『とり富』さんで

◇来場者の相談に応じる神河理事と小野理事

　11 月３・4 日、大分スポーツ
公園大芝生広場にて開催された

「がん患者」支援チャリティーイ
ベント『リレー・フォー・ライフ・
ジャパン 2017 大分』へ参加し
ました。今年は当協会 32 名の会
員で 24 時間のタスキをつなぎま
した。会場ではがん患者の語り

（体験）を聞くことができる催し
等があり、『がん患者は 24 時間
がんと向き合っている』という
思いを共有し、寄り添うことの
大切さを考える時間ともなりま
した。

『リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017 大分』

『地区意見交換会 in 佐伯』

『センターまつり＆元気フェア 2017』
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11/25 ～ 26 に長崎市ブリックホールにおいて
標記研修会が開催された。大会テーマ「つなが
る地域・つながる笑顔　みんなとつなげるソー
シャルワーク」のとおり、研修内容はソーシャ
ルワーカ－相互の「つながり」、多職種との「つ
ながり」、後進（学生）との「つながり」を意
識させてくれる二日間だった。
大会 1 日目、長崎大学病院医療教育開発セン
ター　濱田久之　教授による「わたし達が、
GAP を埋めて、明日へつなごう！！」の記念講
演は、講演の大半を参加者によるワークショッ
プに費やしながらも、GAP（ひとりの人間を相
手の間に起こるズレ）を「三視点法」の理論で
学ぶという、ユニークで、かつ、まさに「つな
がり」が体感でき共に笑いあえる講演であった。
九州医療ソーシャルワーカー研修会の醍醐味の
一つは研究発表である。今回は大分県より 3 名
の会員がエントリーされた。協会理事である大
分大学医学部附属病院の脇坂健史氏はカテゴ
リー「院内連携システム、教育・業務改善、災
害ソーシャルワーク」において、部門内で行っ
たの業務改善プロセスが報告され、大学病院な
らではのソーシャルワーク構築に向けた提言が
行われた。臼杵市医師会立コスモス病院の山田
茉由氏と吉田薫乃氏からはカテゴリー「退院支
援」での発表であった。山田氏からは、誤嚥性
肺炎で入退院を繰り返す患者との 2 年間にわた
る支援事例が、吉田氏からは自宅退院を希望す

る独居患者との支援事例が報告され、クライエ
ントの思いに丁寧に寄り添うことから、多職種
連携がはじまることを再認識させられた。カテ
ゴリーは違えど発表された 3 名の MSW からは、

「何のために」というソーシャルワーカーとし
ての価値や倫理から逸れない強さと、地域につ
なぐ、地域とつながるという確固たる意志を感
じた、非常に感銘を受ける研究・報告であった
ように感じる。
来年の第 55 回研修会は沖縄で開催予定である。
沖縄の地で、新しい知見と馴染みの顔ぶれに出
会える嬉しさを想像しながら長崎の地を後にし
た。 

副会長　松尾 美穂

　「発表なんて私には無理」とずっと思ってい
ましたが、支援を振り返り成長する良いきっか
けになればと発表する事を決めました。準備の
大変さや緊張はありましたが、それ以上に学び
は大きく貴重な体験となりました。

　
臼杵市医師会立コスモス病院　山田 茉由

　今回は松尾副会長にながさき大会のレポートを、初めて発表された 2 名の方に感想を寄
せて頂きました！

　発表をすることで支援の中では気付かなかっ
た新たな点にも気づくことができました。また
自分が行ってきた支援を他者へ伝えるために
は、日々根拠を持った支援を行っていくことが
大切だと学ぶことができました。

臼杵市医師会立コスモス病院　吉田 薫乃

◇発表者・参加者の皆さんで会場前にて記念撮影

第 54 回九州医療ソーシャルワーカー研修会　ながさき大会



9/1　 　RFL チームキャプテン会議（神河理事）
9/9 　熊本県医療ソーシャルワーカー協会　一般社団法人化記念式典（井元会長）
9/5　 　第１０回大分大学福祉社会科学講座実行委員会（高橋副会長）
9/15 　大分市在宅医療・介護連携推進事業目標設定会議（井元会長、川野事務局長）
9/16 　第２回多職種連携研修会（井元会長）
10/4 　大分市在宅医療・介護連携推進事業目標設定会議（井元会長、川野事務局長）
10/6　　RFL チームキャプテン会議（末吉理事）
10/14 　全国会長会（井元会長）
10/21　第 10 回福祉社会科学講座（高橋副会長）
10/21　大分県在宅医療推進フォーラム（井元会長※発表・座長、伊田理事、川野事務局長）
11/11 　地域包括ケア推進交流会（井元会長）
11/17　第 2 回　大分市在宅医療・介護連携会議作業部会（川野）
11/18　九州在宅医療フォーラム in 長崎（川野）
11/18　2017 年度医療ソーシャルワーカーの地域活動セミナー（今尾理事）
11/19　第 35 回大分県病院学会（高橋副会長）
11/25　九州医療ソーシャルワーカー協議会会議、教育研修部会（井元会長、松尾副会長）
11/27　第 1 回　大分県医療・介護連携推進協議会（井元会長）
12/3     公益社団法人大分県栄養士会創立 70 周年・法人設立執念祝賀会（井元会長）
12/7　 大分市地域包括支援センター社会福祉部会講師（高橋副会長） 
1/20　 大分県看護協会創執念記念式典（井元会長）
1/20 　大分県地域リハビリテーション研究会交流会（井元会長、松尾副会長、川野事務局長）
1/30　 大分県及び大分市慢性疾病児童等地域支援協議会（山本理事）
2/1　   大分県在宅医療・介護連携全体研修会＆懇親会（井元会長、川野事務局長）
2/15　大分市在宅医療・介護連携会議（川野事務局長）
2/24　九州協議会研修部会（松尾副会長）
3/11　大分県保健医療団体協議会研修会（井元会長、川野事務局長、小野理事）

◇鎌島　真里恵 アルメイダ病院　　◇小林　己代子　  障がい者生活相談支援ｾﾝﾀｰﾏｲｳｪｲ

◇伊東　真一 大分赤十字病院　　◇ 牧　   達朗 　　介護老人保健施設陽光苑

 一般社団法人　大分県医療ソーシャルワーカー協会　事務局
〒 870-0307　大分県大分市坂ノ市中央 1 丁目 269 番社会医療法人関愛会坂ノ市病院

電話：097-574-7722　FAX：097-574-7712　URL http://oita-msw.com　E-Mail oita-msw@oita-msw.com

   ● NEW FACE　（2017 年 12 月末現在の会員数 281 名）
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理　事　動　向

第 53 回
　九州医療ソーシャルワーカー研修会

研修部 研　修　報　告

初任者研修（全 5 回）第 4 回 8 月 27 日 （日）、第 5 回 10 月 15 日 （日）
・「面接技術」　　講師　臼杵市教育委員会スクールソーシャルワーカー 野上 美智子　先生
・『ソーシャルワーク記録』「事例検討の方法と実践の検証」　　講師　当協会　副会長 松尾 美穂

平成 29 年度ステップアップ研修会（全１回）12 月 10 日 （日）
・「事例検討会」　講師　当協会　理事 中村 賢介
・「事例研究」　　講師　別府大学文学部人間関係学科　教授 林 眞帆 先生

第 2 回スキルアップ研修会（全 6 回）1 月 14 日 （日）
・「ＭＳＷが行う退院支援とは」　講師　WITH 医療福祉実践研究所　所長 佐原 まち子 先生


