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みなさまあけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします。
今回の広報誌は新年１発目なので、和柄を中心に
デザインしていると、某大人気アニメの柄がたくさん
出てくる出てくる‥（笑）
某アニメを知っている人は、どこに誰の柄があるか
探してみてくださいね！ （vol.59担当：Ｉ）

編 集 後 記
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ネットワーク
推進部

広報部

ホームページリニューアルのお知らせ
10/20より新ホームページを公開しました！

これまでのホームページより、写真を多く使ったダイナミックなレイアウトで、
今っぽいホームページになっています。スケジュール機能も追加していますので、
今後ＭＳＷ協会の予定が一目でわかるようになります。ぜひみなさんご活用くだ
さい！下のＱＲコードからもアクセスできます。
また、ＨＰ内の写真は定期的に更新していきたいと思いますので、ぜひうちの職
場の写真を使ってほしい！という方は、どしどし広報部へお送りください！その
際はＭＳＷを中心に撮影をお願いします！

7月4日 介護支援専門員専門（更新）研修過程Ⅰ
講師

7月7日 大分市在宅医療・介護連携推進事業
シンポジウム シンポジスト（Zoom）

7月18日 介護支援専門員更新研修 講師
7月20日 三役会議、ホームページ打ち合わせ
7月30日 令和2年度 第1回大分市在宅医療・介護

連携会議（大分市役所）

新年明けましておめでとうございます。 寒い日が続いていますが、
皆様、元気にお過ごしでしょうか？

今年度、本来であれば、春から始まる当協会主催の各種研修・イベントで、皆様と顔を合わせ、ともに学び、
たくさんの交流が図れるはずでした。しかし、世界中で猛威をふるう新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
協会活動も自粛を余儀なくされ、上半期は計画していた事業のほとんどを、中止や無期限延期にする結果と
なりました。私自身も、前例のない事態に戸惑いと歯痒さを感じながら、手立てなく日々を過ごしていました。

自粛期間中、協会にとってひとつの希望となったのは広報部の活動です。これまでと変わらずメールマガジ
ンやＳＮＳ等で「今できること」を定期的に配信してくれました。そして、大きな目標であったホームページのリ
ニューアルも実現しました。皆様、もうご覧になりましたか？とても活用しやすくなりましたので、是非ご利用
下さい！

そして、世間ではオンライン研修が主流となり、当協会でも、Ｚｏｏｍを活用したオンライン研修の準備を本
格的に開始したのが昨年１０月のことです。有料ライセンス取得にて長時間の研修が可能となり、その第一
弾として実施したのが、研修部のリーダーシップ研修でした。２０名が参加、グループワークも行い、慣れ
ないＺｏｏｍを体験しながらも、実りある研修になったとの声を多く頂きました。

まさに 「ピンチをチャンスへ！」 従来の発想を転換することで、新たな挑戦が始まった瞬間です。

リーダーシップ研修を皮切りに、今年度終盤は、Ｚｏｏｍを活用した研修やイベントを皆様へご用意すること
ができそうです。まずは研修部、全１１回の初任者研修を１月１６日からスタートさせます。充実したライン
ナップになっていますので、初任者の方は（それ以外の方も）参加されて下さい。次に学術部、３月２１日に
学術研究大会を行う予定で準備を進めてくれています。同大会では、皆様のＳＷ実践をはじめとした日々の
取り組みを発表する機会を設けたいと思っていますので、今後の広報を確認し、是非ともご応募下さい。

続いてネットワーク推進部、延期になっていた地域活性化会議（スマイルミーティング）を２月頃、北部圏
域・西部圏域を対象に実施します。私としては、ご当地へ直接足を運べないのはとても残念ですが、Ｚｏｏｍ
であっても、皆様とお会いできることを今から楽しみにしています。

最後に特命班「ＶＯＩＣＥ」は、大分県全域の医療機関のＭＳＷ配置状況調査を行い、現在その集計をしてく
れています。２年毎に続けているこの調査データを、行政をはじめとする関係機関に有効に発信していきた
いと考えています。

４月には、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定も控えており、時間は止まることなく進んでいます。

当協会も新たな挑戦を続けていきますので、これからもどうぞ宜しくお願い致します。そして、何よりも皆様が
健康でご活躍されることを心よりお祈り申し上げます。

（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会 会長 脇坂 健史

「ピンチをチャンスへ！」
発想の転換と新たな挑戦

8月27日 介護支援専門員専門（更新）研修 過程Ⅰ
講師

9月9日 看護協会退院支援研修
9月23日 介護支援専門員更新研修 講師
9月29日 介護支援専門員専門更新研修 過程Ⅱ講師
10月10日 全国医療ソーシャルワーカー会長会（Zoom）
10月12日 別府市成年後見支援センター運営委員会
10月30日 第2回大分市在宅医療・介護連携会議

作業部会
11月4日 大分県医療・介護連携推進部会第2回部会
11月12日 九州医療ソーシャルワーカー協議会

会長会（Zoom）
11月19日 介護支援専門員更新研修 講師
11月21日 介護支援専門員専門（更新）研修 過程Ⅱ

講師
11月27日 介護支援専門員専門（更新）研修 過程Ⅱ

講師
12月4日 大分市薬剤師会 第2回在宅研修会 講師
12月5日 九州協議会教育研修部会会議
12月16日 九州医療ソーシャルワーカー協議会

会長会（Zoom）

理事動向

スマイルミーティングについて
今後のスマイルミーティングの日程が決定しましたのでお知らせいたします！！

予定日 開始時間 地区

2月22日（月） 19時開始 北部地区

2月27日（土） 14時開始 西部地区

開催方法は、リモート（Zoom）を予定しています
詳細・申し込みの方法は、後日メールやSNSでお知らせいたします
まだまだリモートに慣れてない方も、リモートデビューの方でも大歓迎です！



研修告知
令和2年度 初任者研修（6日間 全11コマ）

対象：経験年数３年未満のソーシャルワーカー（既に受講された方も聴講可）

※非会員の方でも、入会予定の方は参加可能です。

方法：「Zoom」を活用 参加費：無料

～研修報告～
令和２年度リーダーシップ研修、“ＭＳＷ実践の言語化”に参加させて頂きました。
今回の研修では研究発表の方法を学ぶ事がテーマにあげられていました。MSWとして10年
以上勤務しておりますが、研究発表する機会がなく、日々のより良い援助につなげるため、
自分自身が研究発表を行っていく上でのきっかけにしたいと考えておりました。
講師の大分大学大学院福祉健康科学研究科上白木悦子先生より、普段疑問に思っている事を
言語化していく中で研究テーマを探していくと講義があり、実際の研究の思考の
枠組みのフローを利用して、グループワークを行いました。いざ研究テーマを考える
となると難しく感じ、他の参加者のアイデアにハッとさせられました。
また今回は初めてのZoomでの研修でした。一つの場所に集まって学べることも
勿論有意義なのですが、自宅等にいながら、場所を問わずに研修に参加できる
事は、更に幅を広げた学びにつながる良い機会と感じました。
普段の業務では、個別のケース対応や施設基準やベッドコントロール等に
意識が向き、研究と普段の業務を紐付けして考えるという事が、MSWの意識
として薄いよう感じておりましたので、今回の研修を踏まえ、先ずは疑問点の
言語化から始めていければと思います。

佐賀関病院 地域連携室 日野 雄介

介護報酬改定の
日本中が新型コロナウイルスの対応に追われている最中ですが、2021年4月には

「介護報酬改定」が行われます。今回の改定では感染症対策対応への評価も盛り
込まれたものとなっていますが、主要テーマとして ①感染症や災害への対応力強化
②地域包括ケアシステムの推進 ③自立支援・重度化防止の取り組みの推進
④介護人材の確保・介護現場の革新 ⑤制度の安定性・持続可能性の確保
の５つが挙げられています。中でも、②の地域包括ケアシステムの推進では
「看取りへの対応の充実」に対して加算を手厚くするよう検討されており、より
一層終末期のケアの充実が求められています。また、「医療・介護の連携の推進」
も議論されており、医療と介護は切り離せないことを改めて示しているものだと
思います。学術部としまして、今後も議論に注視していき、会員にとって有益

となる情報を発信していきたいと考えています。 学術部 一同

ネットワーク推進部は、県内各地域の「会員間ネットワーク強化」
が活動の根幹です。リレーフォーライフ大分、げんきフェアへの
参加を通じて、会員間のみならず、患者支援や医療関係団体との
連携強化も重要な活動としています。
会員間の交流事業として「スマイルミーティング」を、昨年度は
東部、豊肥、南部地域で開催したことは、これまで「かはら版」でも報告してきました。今年度はコロナ禍
のため、ネットワーク推進部がこれまで担ってきたイベントの中止が相次ぎ、「スマイルミーティング」も北
部、西部、中部地域で開催を予定していましたが、オンライン開催に変更。北部、西部地域で実施します。
「リレーフォーライフ大分」には、当初PT協会との合同チームで第2回から参加していました。現在は単
独チームでの参加を続けていますが、昨年は台風による中止、今年は従来型の開催でなく、RFLセルフ
ウォークリレーでの開催になり、2年連続で皆さんと一緒に歩くことができていません。来年以降、再び会
員の皆さんと顔を合わせ、意見を交わしながら歩くことを希望しつつ、単にイベント参加だけでなく、何か
アクションを加えられないか、と考えています。
「げんきフェア」では、大分県社会福祉介護研修センターの「センターまつり」と同時に開催されることか
ら、幅広い年代の来訪者がいるため、「福祉クイズ」を企画しMSWを知ってもらえるよう仕事を紹介する
ブースを設け、啓蒙活動に力を入れています。
現在、担当理事3名、部員数は9名、地域ごとの連携強化のため、東部（別杵・速見）、西部（日田・玖
珠）、南部（臼杵・津久見・佐伯）、北部（中津・宇佐）、豊肥（豊後大野・竹田）、中部（別府・大分）の県内6
地域からのメンバーで構成されています。もともと県内全域に散らばっているため、部員全員が集まると
いうことがなかなか難しかったのですが、今年のこの状況がネットワーク推進部には意外な光明を与え
てくれました。リモート部会を行ったところ、なんと部員全員が初めて顔を合わせることになったのです！
当部会にとっては、まさに「目から鱗」、「ピンチはチャンス」でしょうか。
これまで「顔の見える連携」を主軸に活動してきましたので、「集まって語りあうこと」ありきでした。もち
ろん、これからも実際に顔を合わせて語らうことを続けていきますが、新しい連携の形も考えていくことに
なりそうです。多くの会員に、ネットワークが企画する連携の場へ参加してもらえるよう部員全員の知恵
を持ち寄り、新たな形を創造できれば…と思います。
新たな戦力は随時募集中です。

研修内容 講師 日時

①厚生労働省の動向 （６０分）

②社会保障制度とソーシャルワーク （６０分）

社会医療法人関愛会
事業運営部

部長 高橋勝 先生

１月16日（土）
① 14時～
② 15時～

③医学知識（がん・緩和ケア） （６０分）

④医学知識（生活習慣病） （６０分）

社会医療法人関愛会
診療看護師

谷山尚子 先生

１月30日（土）
① 14時～
② 15時～

⑤医学知識（在宅医療） （６０分）
よつばファミリークリニック
院長 平山匡史 先生

調整中

⑥医学知識（認知症） （６０分）

⑦医学知識
（アルコール関連問題とアディクション） （６０分）

調整中 調整中

⑧医学知識（脳卒中と連携パス） （６０分）
大分県医療ソーシャルワーカー協会

会長 脇坂 健史
2月25日（木）

19時～

⑨支援方法論アセスメント１ （１２０分）

別府大学文学部
人間関係学科

准教授 日和恭世 先生

2月20日（土）
14時～

⑩生活機能障害とソーシャルワーク

（６０分）

済生会日田病院

係長 松尾美穂 先生
3月4日（木）
19時～

⑪医療における「家族」の理解

（１２０分）

大分県医療ソーシャルワーカー協会
会長 脇坂健史

3月13日（土）
14時～

研修部

学術部

3月21日令和2年度学術研究大会発表演題募集！！

2021年3月21日に学術研究発表を企画しています。前年度、学術研究大
会が中止になり演題発表の機会を作ることができませんでした。発表した
い方の力になればと考えています。たくさんの応募をお待ちしております。
よろしくお願いします。

ネットワーク推進部

令和2年12月19日（土）リーダー
シップ研修が開催されました！！


