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九州医療ソーシャルワーカー研修会おおいた大会  実行委員長  脇坂 健史 

 参加された皆様にとって、心に残る学び多き大会となりますよう、現在、実行委員会メンバーが

気持ちをひとつに準備を進めております。大会テーマに掲げた『ＭＳＷの可能性 ～継承と変革が

生み出す未来へ向かって～』という私たちの想いの中に、ひとつでも多くの“気付き”が生まれ、

本大会を通じて、皆様のソーシャルワークの可能性の幅が広がればこれほど嬉しいことはありませ

ん。ぜひとも、多くの皆様の参加を心よりお待ちしております！（大会に関する詳細は、お手元に

届かれた郵送物のほか、協会ホームページでもご覧になれます。そちらでもご確認下さい。） 

 このたび、「第51回九州医療ソーシャルワーカー研修会おおいた

大会」について、皆様へご報告できることに感謝申し上げます。 

 本大会は、11月1日～2日にホルトホール大分の各会場にて開催さ

れます。初日に行われる特別講演の高野登氏、基調講演の藤原久子氏

をはじめ、2日目のワークショップ、中堅者研修においても大変素晴

らしい講師の方々をお招きすることができました。また、研究発表で

は、当県はもちろんのこと、九州各県で頑張っている仲間の取り組み

を肌で感じることができるでしょう。 

【１日目】  

10:00-12:00 九州医療ソーシャルワーカー協議会 

                      （関係者のみ） 

12:15-13:00 受  付 

13:00-13:20 開会式 

13:30-15:30 特別講演 

       「『型』から入る仕事術～今、 リーダーが 

           持つべき仕事の『型』とは～」（仮題） 

              講 師：高野 登 氏 
                          （人とホスピタリティ研究所 代表）  

15:45-17:15 基調講演 

               「 ＭＳＷの魂を語り継ぐ～古越富美恵さん 

               のＭＳＷ人生から学ぶこと～ 」 

                   講 師：藤原 久子 氏 
             （京都第一赤十字病院 小児周産期支援担当参事） 

18:30-21:00 情報交換会 

【２日目】  

  9:00-  9:30 受  付        

  9:30-12:00 ワークショップ・中堅者研修 

12:00-13:00   昼  食      

13:00-15:00 研究発表 

15:10-15:30 閉会式 

 

大会要項・申込書はホームページをCHECK! 
最新情報はFBにて公開中！ 

大分県医療ソーシャルワーカー協会 

ホームページ http://oita-msw.com/ 
 
大分県医療ソーシャルワーカー協会 

公式FaceBookページwww.facebook.com/oitamsw  



 大分県各地から14名の精鋭が集

まっていただきました。 

我々会場班は会場の設営や運営、

参加者の受付や誘導などなど、大

会に参加していただく全ての方々が

気持ちよく過ごしていただけるよう、

体を張って大会を縁の下で支えてま

いります！ 
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   実行委員紹介  

会場班 

情報交換会班 
 九州大会にお越しいただく先生方

の事前準備と当日のスケジュール調

整をしっかりと行うことで、先生方が

安心し、楽しみながら、予定されて

いる内容を十分にご講演いただける

ような環境を整えたいと考えておりま

す。すでに先生方の抄録も集まりつ

つあり、本番が楽しみです。  

 大会へ向けて、参加者の確認他、現在

は冊子校正・細かな収支の確認作業を

おこなっています。 

大会参加の締切も近づいています。お

申し込みがお済でない方は協会ホーム

ページより参加申込書をダウンロードのう

え、お申し込みください！ 
 

演題募集に始まり、大会誌掲載や当日発

表が円滑に行なえるように発表者や座長と

の打ち合わせ、研究発表の司会・進行を

担当します。 

【今後の予定】 

平成26年10月15日まで発表データ受付 

(演題募集要項につきましてはHPをご参照

ください。) 

日頃の実践や研究を是非この機会にご発

表ください。 

 おおいた大会に向け、Facebookにて

情報を発信しています！ 

講演会等についてのご案内や、お知

らせ、そして注目の連載は「MSW岳の

“おおいた学”」。爽やかで楽しい大分

情報を定期的にお届けしています。 

４名の班員で活動中！。皆さんぜひ

チェックしてください！ 

九州各地からお集まりいただいた皆様に、

「元気！」になっていただけるような 

催しを企画しています。日中思いっきり学

んだあとは、夜の情報交換会でリフレッシュ

しましょう。 

自分たちも楽しみ、元気になれるよう、少数

精鋭でがんばります！ 

 去る8月21日、実行委員会・決起集会が行われ、大会成功にむけ先輩方から激励の言葉をいただきま

した。大会が近づく中、緊張感も高まってきています。48名の実行委員をはじめ、大分県協会員が一

丸となり大会が成功できるよう準備していきましょう！ 

広報・記録班 

研究発表班 
事務局 

講師応対班 



 相談援助職として働き始め10年を超え、先輩の誘いもあり

「実習指導者養成研修」を受講しました。基本である価値・倫

理を再度振り返り、具体的に実習生を受け入れる側として必要

な知識・具体的な技術等今まで学ぶ機会のなかったことも多く

学べました。特に刺激を受けたことは実習生が受ける教育カリ

キュラム内容の変化でした。より実践的な知識・技術を習得し

実習に臨んでくることを知り、バイザーとして受け入れる為の

知識・技術に加え、ソーシャルワーカーとして大事なことを

‘言語化して伝えられる力’をつけていかなければと痛感しました。大変貴重な研修となりまし

た。               【 社会医療法人関愛会ケアセンターひまわり 友江 裕幸】 

 7月13日、27日に行われた初任者研修会へ参加しました。私自

身にとって、三回目の研修会参加となりましたが、研修の目的

がMSWの基礎を学び、見つめ直す内容となっている事もあり、毎

年非常に勉強になっています。 

 今年は座学のみならず、グループワークの形式が多く取り入

れられていた事もあり、グループのメンバーが積極的に意見を

出し合い、有意義に取り組めた事がとても良かったです。ま

た、様々な職場で活躍する仲間達との新たな出会いもあり、MSW

同士のつながりやネットワークを構築する事が出来ました。 

今回の研修で得た新たな学びや知識を、今後の業務や実践に活かしていきたいと思っています。 

                                       【天心堂へつぎ病院 大戸 綾子】 
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  地区コミュニティ会議 豊肥地区             平成26年6月28日 
 ネットワーク推進部の重点事業の「地区コミュニティ－会議」

を豊肥地区で開催し、豊肥地区の病院に勤める相談援助職等、計

12名の参加がありました。 

 「地区コミ会議」は従来の研修とは違い、地域においての相談

援助職のネットワ－クを作ることを第一に、まず、会員間のコ

ミュニケ－ション、協会執行部との身近な関係作りを目的に「語

らいの場」を作ることを目的としています。共通のテ－マを持ち

ながら、それぞれの圏域のネットワ－クの特徴を考慮し、地域毎

での特色を出した会を企画しています。 

 豊肥は、個別に会うことは多くお互い知っているが、仕事や研修以外で同職種が集まる機会は

少ないという声もあり、豊肥は懇親会を中心にした形式で開催しました。  

【 参加者の感想 】      

・会に参加して非常に楽しかった。     

・参加されているSW個々の原点の話を聞くことで勇気付けられたり、共感できる部分も多々あ

り、すごくみんなが身近に感じた。  

・地区に出かけ、支援する協会役員の熱意とこのような機会を与えてくれたことに感謝します。  

 まずは親睦からのスタ－トでしたが、これを機会に豊肥地区での相談援助職の関係がより深め

られるような取り組みも今後考えていきたいと思います。  

                                        【ネットワ－ク推進部豊肥地区担当理事 茅野正幸】      

 研 修 報 告  
2014年度 初任者研修会                 7月13日・7月27日・9月28日（全3回） 

2014年度 実習指導者養成研修                        7月13日・8月3日・8月24日  



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 

 
・山田 朝美  井野辺病院 

・金永 美佐  有）恵の会  

・阿部 杏子  諏訪の杜病院 

・竹下 豊美  玄々堂高田病院 

・川野 由智  社会医療法人三愛会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 理事会だより ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■ 大分県医療ソーシャルワーカー協会 事務局 

〒874-8611 大分県別府市鶴見1026-10社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター 総合連携部 

地域連携課内 TEL：0977-67-1711/FAX：0977-27-8668/URL http://oita-msw.com/Mail oita-msw@oita-msw.com 

【定期総会】 

2014.05.10 平成26年度定期総会  
 

【常任理事会】 

2014.04.03 第1回理事会（大分市西部公民館） 

定期総会について 
 

2014.04.10 第2回理事会（大分市西部公民館） 

定期総会について 九州医療ソーシャルワーカー

研修会について 
 

2014.05.10 第3回理事会（ホルトホール大分） 

各部事業進捗状況について 九州医療ソーシャル

ワーカー研修会について 
 

2014.06.12 第4回理事会（ホルトホール大分） 

各部事業進捗状況について 九州医療ソーシャルワーカー研修会について  

※九州医療ソーシャルワーカー研修会実行委員会同時開催 
 

2014.07.03 第5回理事会（ホルトホール大分） 

各部事業進捗状況について 九州医療ソーシャルワーカー研修会について 
 

2014.08.21 第6回理事会（ホルトホール大分） 

各部事業進捗状況について 九州医療ソーシャルワーカー研修会について 

※九州医療ソーシャルワーカー研修会実行委員会同時開催 
 

【その他活動】 

2014.06.28 大分県ＰＥＧカンファレンス 
パネルディスカッション『悪い胃瘻は何なのか？‐多職種で考える適応‐』では当協会より、井元会長が登壇し、ＭＳＷの立場か

ら考える悪い胃瘻とは「合意形成が不十分なままの胃瘻」との見解を示し、合意形成のプロセスにおけるＭＳＷの役割（アドボカ

シー・エンパワメント等）についての発表をおこないました。また、適切な合意形成プロセスについて、多職種チームによる評価・

検討を続けることの必要性について報告されました。 
 

2014.07.27 大分県リハビリテーション支援センター・大分県地域リハビリテーション研究会 

            合同研修会 
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ご意見・ご不明な点等は遠慮なく

下記事務局へ、お問い合わせ下

さい。 

 新入会者の紹介 
（Ｈ26.4～Ｈ26.7）  

・堀  聖子  大分岡病院 

・下田 美波  大分岡病院 

・中元 栞   大分東部病院 

・衛藤 優花  えとう内科病院 

・佐藤 ちひろ 児玉病院 

・千住 辰彦  竹田医師会病院 

・山本 薫 湯布院病院 

・中濱 幸   湯布院病院 

・豊田 俊介  湯布院病院 

・徳田 侑記  和田病院 

・佐藤 みどり 竹田医師会病院 

・吉田 麻衣子 大分記念病院 

・福盛 一美  畑病院 

・高橋 知世  大分岡病院 


