
新年度を迎え、はや２ヶ月が経過しようとしています。皆さんの所属機関においても、新入

職員の教育がスタートし、令和３年度の介護報酬改定・障害者サービス等報酬改定等への対応を行いなが
ら、忙しい日々を過ごされていることと推察いたします。私自身も、この４月より当協会会長の２期目を務めさ
せて頂くこととなりました。１期２年の実績を振り返りますと、本当に皆さんのご支援・ご協力の賜物だと実感
しております。引き続き、２期２年間も宜しくお願い申し上げます。

さて、新年度最初の「かはら版」では、私の座右の銘をご紹介します。学術部理事時代の３年前のコラムで
も一度ご紹介したことがありますが、私にとって大切な言葉であり、今回、改めて皆さんと共有できたらと思
います。

私の座右の銘は 『一期一会』です。

一期一会の意味ですが、「出会う人とは必ず別れがあり、今後二度と会えないかもしれない。だからこそ、出
会った人との時間を大切にすべきである。」と捉えている人が多いのではないでしょうか？私も以前はそう
思っていました。しかし、この四字熟語の本当の意味は少しニュアンスが異なります。この言葉を最初に用い
たのは、江戸時代の大老で茶人でもあった井伊直弼だと言われています。直弼は、自身の著書『茶湯一会
集』にて、「そもそも茶湯の交会は一期一会といひて、たとえば、幾度おなじ主客交会するとも、今日の会に
ふたたびかへらざる事を思へば、実に我一世一度の会なり、去るにより、主人は万事に心を配り、いささかも
粗末なきやう〔中略〕実意を以て交わるべきなり、是を一期一会といふ」と述べています。

これを現代風に解釈すると、「毎日顔を合わせる家族や友人、仕事仲間であっても、言葉を交わす一瞬一
瞬は昨日と今日、明日は別なるものであり、その毎日の一瞬一瞬こそ“一期一会”として大切にしなさい。」と
いう意味になります。“一期一会”は、まさにソーシャルワーカーにも当てはまります。クライエントやご家族と
の面接時間や、他職種・地域関係機関とのコミュニケーションが、ついマンネリになり、ルーチン化して、単な
る“作業”になっていたりしませんか？相手への敬意や思いやりがその一瞬に詰め込まれているでしょうか？
ソーシャルワーカーを自分の仕事にしようと決めた皆さんは、きっと人と向き合うことが好きだから、この仕事
を選ばれたのだと思います。しかし、所属機関の都合や、流行りの入退院調整に時間を追われ、最初に抱い
ていた気持ちが薄れて、まるで“流れ作業”のように、ただ仕事をこなすだけになっていないでしょうか？

新年度を迎えた今、初心に立ち返り、私たちの価値・倫理に思いを馳せて、“一期一会”の精神でクライエ
ントやご家族、他職種、関係機関の方々と向き合ってみて下さい。一瞬一瞬への皆さんの意識や行動が、向
き合う多くの方々の満足度、幸福度に大きな変化をもたらすはずです。そして、その変化は皆さん自身の仕
事へのやりがいにも、必ずよい影響を及ぼすことでしょう。

まだまだ収束の兆しが見えないコロナ禍の中で、人と人との繋がりに制約が生じているからこそ、私たちが
行うべき支援のその一瞬を大切にしながら、前向きに取り組んでいきましょう！

（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会 会長 脇坂 健史

（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会 ２０２１年 ５月発行

昨年は、コロナに翻弄された１年でしたが、今年は
”オンライン“という強い味方を付けました！
皆様とお会いできる機会が増えることを楽しみに
しています(^_^) 皆さん健康第一でコロナ禍を
乗り越えましょう！！
（Ｖｏｌ．60 担当： Ｔ＆Ｋ）
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『 一期一会 』 皆さんにとっての “その一瞬”を大切に

令和3年度 初任者研修のお知らせ

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参加可能です）

参加費： 無料 開催方法： Zoom配信

開催日時 内 容 講 師

6月5日（土）
14時～16時

価値倫理 別府大学 文学部 人間関係学科 准教授 日和恭世

6月16日（水）
18時～19時

医学知識
（生活習慣病・DM)

やすらぎ苑 大東よつば病院 医局
診療看護師 谷山尚子

6月26日（土）
14時～16時

アセスメント 臼杵市教育委員会 SSW 野上美智子

7月10日（土）
14時～16時

面接技術 臼杵市教育委員会 SSW 野上美智子

7月24日（土）
14時～15時

医学知識（脳卒中） 黒木記念病院 リハビリテーション科 顧問 深田健治

7月31日（土）
15時～16時

医学知識（認知症）
別府リハビリテーションセンター 診療部医師武井崇展
（オンデマンド講義も実施します。詳細はメールにて）

8月7日（土）
14時～16時

家族理解
大分県医療ソーシャルワーカー協会 会長
大分大学医学部付属病院 MSW 脇坂健史

8月17日（火）
19時～20時

医学知識（がん・緩和ケア）
けいわ訪問看護ステーション大分
緩和ケア認定看護師 稲生野麦

8月28日（土）
14時～16時

医学知識
（アルコール・ＤＶ・アディクション）

大船榎本クリニック 精神保健福祉部長 斉藤章佳

9月7日（火）
19時～20時

診療報酬
社会医療法人関愛会 法人本部本部長補佐 兼 法人本部事務部
兼 大東よつば病院事務長 兼 法人本部研修・教育担当 高橋勝

9月14日（火）
19時～20時

医学知識（在宅医療） よつばファミリークリニック 副院長 平山匡史

10月2日（土）
14時～16時 事例検討

済生会日田病院 MSW 松尾美穂

10月9日（土）
14時～16時

研究導入 大分大学 福祉健康科学部 教授 上白木悦子

日程調整中 記 録
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター

特任准教授アアリイ株式会社 代表取締役 八木亜希子

日程調整中 研修のまとめ
大分県医療ソーシャルワーカー協会 研修部理事
臼杵市医師会立コスモス病院 MSW 妻川真理子

部員募集のお知らせ

研修部・学術部・広報部・ネットワーク推進部・VOICEでは、部員を随時募集しています。一緒に
協会活動をしてみませんか？ お気軽に事務局までお問い合わせください！！

2月27日14:00よりSmile Meeting（西部地区）が開催されました。
会長、副会長、理事を含め、9名の参加でした。北部地区同様、Zoomを使用してのSmile Meeting開催でし

たが、私自身、このような状況での意見交換会がほぼ初めての経験でした。自己紹介の後、コロナ禍での連携
や、困りごとなどの話をし、各病院での面会やカンファレンスなどの状況を話しながら、あっという間の1時
間でした。主催の側であったこともあり、接続状態等の心配もありましたが、最後まで途切れること無く終え
ることができました。西部地区は大分市から最も遠く、研修会へ参加したく
ても、距離や時間の関係で参加がなかなか叶わない協会員も多くいると
思います。そんな中で、今回のようなZoom等を使用しての「オンライ
ン」という新しい形の連携で、意見交換や研修会の場に利用すること
の有用性を、自分自身が体験して感じることができました。

大分県医療ソーシャルワーカー協会 ネットワーク推進部 西部地区担当
桂林病院 医療福祉相談室 竹野 真一郎

スマイルミーティングが開催されました♪
～「ZoomでのSmile Meetingでさらなる連携の輪」～

通常であれば「どの会場に集まろうか？何のテーマで語り合おうか？」とわくわく集まり交流を繰りかえ
してきたSmile Meeting。毎回宇佐・中津・豊後高田の連携先が一同に集まりにぎやかに開催してまいりま
した。誰もが予測すらできなかった感染症流行により、開催するべきか？ネットワーク推進部一同試行錯誤
しました。直接会う交流はできなくても顔の見える語り合いはできるはず！
一同奮起し2/22 19：00～中津胃腸病院をKeyStationに開催しました。
平日夜の開催、Zoom環境が整ってない等にて通常より参加者は少な

めでしたが、「コロナ対策どのようにしている？」「みなさん元気で
すか？」今一番不安で聞きたい内容を北部地区に留まらず県内より参
加頂いた同志と共有する事ができ「ひとりじゃない安心感」が得られ
たこころあたたまるMeetingとなりました。コロナだから会おう！
そういって気持ちを奮起させてくれた会長に感謝しています。開始
1分前まで吉賀MSWとキャーキャー言ってZoom接続に奮闘した事は
とても思い出になりました。来年度以降さらに充実して楽しく開催で
きるよう頑張ってまいります。

大分県医療ソーシャルワーカー協会 ネットワーク推進部 北部地区担当
佐藤第一病院地域医療連携室 ＭＳＷ林 美穂

西部

北部

ＳＮＳへの登録はお済みですか？
郵送物の鑑の裏に各登録方法を
掲載していますので、是非ご登録
ください！！ タイムリーな
情報をお届けします♪♪

Nｅｗ Fａｃｅ

・ 一丁田 真迪（豊後大野市民病院）
・ 嶋田 奈々（大分大学医学部附属病院）
・ 岩本 圭祐（臼杵市医師会立コスモス病院）
・ 藤田 宜史（渡町台外科病院）
・ 松浦 昭裕（天心堂へつぎ病院）



中に折り込まれる面 

 2021・2022年度の執行部メンバーをご紹介します。メンバーも 
少し入れ替わり、今年度は「New challenge -柔軟かつ大胆に-」を 
スローガンに掲げています。 
  皆さまに親しみをもって頂ける協会運営をしてまいりますので、 
ご理解とご協力をお願い致します。 
①所属・勤務先 ②出身地 ③夢・目標・テーマ ④趣味 ⑤ひとこと 

 会長： 脇坂 健史 
① 大分大学医学部附属病院 
② 佐伯市 
③ 一人でも多くの会員の皆さんと顔を合わせ 
  たり、 話をすること。 
④ ドライブ・美味しいコーヒーを味わうこと。 
  飲み会（早くできるようになるといいなー） 
⑤ 協会活動をより充実させて皆さんへお届け 
  しま す。 ぜひ今後の研修やイベントにご 
  参加下さい！ 

   副会長： 今尾 顕太郎 
① 帰巖会みえ病院 
② 埼玉県さいたま市 
③ 知的欲求を忘れず、経験を楽しむ 
④ ピート香の強いスコッチ・ガンダム・映画・ 
  革靴・温泉・焚火 
⑤ 世の中のいろいろなものに興味を持つことや、 
  探求することを楽しめることが、ソーシャル 
  ワーカーには必要な資質だと思っています。 
  よろしくお願いいたします。 
 

 副会長： 楠元 緑 
① 大分県立病院    
② 大分市 
③ 大分県のMSW仲間を元気にすることが 
  目標です！ 
④ 読書・温泉 
⑤ 今期の理事達もやる気満々で頼もしいメ

ンバーです。去年はコロナの影響で前期活
動が停滞しましたが、今年は本格的にオン
ラインでの企画を打ち出しておりますので、
みなさんもどしどし参加してくださいね！ 

   事務局長： 川野 壮彦 
① 臼杵市医師会立コスモス病院 
② 国東町 
③ フルマラソン 
④ 掃除 ・ DIY ・ 山登り 
⑤ 協会を後方から支えていきたいと思います。 
  何かあれば、気軽に事務局までお問い合わ 
  せ下さい。よろしくお願いいたします。 

 理事（研修部）： 日和 慶二 
① 別府リハビリテーションセンター 
② 兵庫県姫路市 
③ ソーシャルワーカーの仕事の面白さや楽 
    しさを多くの方と共有すること。 
④ 娘と遊ぶこと 
⑤ 魅力ある研修会づくりを部員と一緒に 
    行っていき ますので、ぜひご参加下さ 
  い！ 

   理事（研修部）： 妻川 真理子 
① 臼杵市医師会立コスモス病院 
② 大分市 
③ テーマ：人格主義  
  目標：懐が深く、色々なことを“わっはっは”と 
  笑い飛ばせる人になること。 
④ 読書（最近ｋindle Oasisを購入し感動）・山登り 
⑤ 先日患者さんに教わったこと「人間は何歳に 
  なっても変わることができる」。ぜひ皆さんと 
  一緒に変化を楽しみながら研鑽していきたい 
  です！ 

 理事（学術部）： 竹井 康喜 
① 社会医療法人関愛会 坂ノ市病院 
② 宮崎県 
③ 旅 
④ 自動車・家電 
⑤ 学術部理事として2期目になります。新型 
  コロナウイルスに負けないよう、柔軟な対 
  応を心掛けていきます。これからもよろし 
  くお願いします。 

   理事（学術部）： 大庭 江梨奈 
① 大分医療センター 
② 佐伯市 
③ 目標：学術部の活動や新たな企画を成功・ 
  実現すること。 
④ 家でできる趣味を模索中 
⑤ 学術部では、今年度企画している活動や、そ 
  れ以外にも新たな企画を練っている最中で 
  す！いずれも協会員の皆様に様々な情報を  
  発信できるよう努めて参ります。 

 理事（広報部）： 竹尾 真由美 
① 医療法人岡仁会 大分共立病院 
② 大分市 
③ 英語がかっこよく話せるようになりたい。 
④ ジャザサイズにハマっています。 
⑤ 協会員の皆様に“ちょっと協会活動に参 
  加してみようかな♪♪”と思って頂けるよ  
  うに、タイムリーな協会活動の情報を提 
  供できるよう、頑張りたいと思います。 
  2年間よろしくお願いします。 

    理事（広報部）： 川邉 雅世 
① 豊後大野市民病院 
② 豊後大野市 
③ 日本全国を旅する（残り２県！）ことと、コロナ 
     が終息したら、友人や仲間達と食事しながら 
     おしゃべりしたい。 
④ 旅行・写真・舞台鑑賞・美術館に行くこと 
⑤ 協会員の皆様に楽しみにして頂ける情報提 
  供・広報活動を行っていきます。 
  よろしくお願いします。  

 理事（特命班「VOICE」）： 増野 真介 
① 佐伯中央病院 
② 佐伯市 
③ 楽しく元気に 
④ 野球 
⑤ 栗岡理事に勝手にライバル心を抱い 
  ています。みなさんの「声」を少しでも 
  形にできるようにがんばります。 

 理事（特命班「VOICE」）： 原田 みどり 
① なし 
② 大分市 
③ 旅行に行きたい。 
④ 登山・キャンプ・料理 
⑤ コロナ収束後には、ソーシャルワーカー 
   協会でお花見やバーベキュー、キャンプ 
  など、みんなで笑って交流が出来るイベ 
  ントをしたい！終息を祈って。 

 

 理事（ﾈｯﾄﾜｰｸ推進部）： 栗岡 卓也 
① 黒木記念病院 
② 別府市 
③ 夢：今年中に登ってみたい岩が宮崎に 
  あります。 
④ 山登り全般からアニメまでとにかく多趣 
  味です。 
⑤ ﾈｯﾄﾜｰｸ推進部として、またMSWとして、 

  個人的にも同年代のMSWや他のMSWの 
  体験談等、より多く聞いてみたいです。 

 理事（ﾈｯﾄﾜｰｸ推進部）： 宮部 孝一 
① 大分大学医学部附属病院 
② 別府市 
③ 夢：自然の中でゆっくり過ごしたいです。 
  目標：大分県内のMSWの支援の幅を広 
  げていきたい。 
  テーマ：清風匝地（囚われない心で、 
  日々を過ごしていきたい） 
④ 低温調理、釣り、キャンプ（焚火動画 
  はそろそろ飽きました） 
⑤ 皆様に、参加して良かった！一緒に頑 
  張っている仲間がいる！そう思ってもらえ  
  るような活動ができるよう、新規加入の気 
  持ちで精いっぱい努めます。 
 

 理事（ﾈｯﾄﾜｰｸ推進部）： 関 竜太 
① 医療法人玖寿会 高田病院 
② 熊本県 
③ 無事之名馬！夢は将来息子とトレラン 
  出場！ 
④ 散歩、トレイルランニング 
⑤ コロナ禍にめげず、為すべき事に精一杯 
  チャレンジできた！という『達成感』を皆様 
  と共有できる活動にしていきたいと思いま  
  す。 

 令和2年度学術研究大会を振り返って 

 令和3年3月21日、Zoomを活用したハイブリッド形式
にて2年ぶりの学術研究大会を開催することができま
した。 

 参加者は計70名程度（会場55名、Zoom15名）とな

りました。開催まではZoomでの参加者が多くなるので
はと予想していましたが、実際は会場参加が多くなっ
たことに驚かされました。アンケートには「MSW仲間の
顔を見て参加したかったので会場に来ました。」「感染
対策をしっかりしている会場であれば顔を見ながら参
加したい。」等の意見もあり、学術部としてハイブリッ
ド形式でチャレンジでき、開催できたことを嬉しく思い
ました。また、今尾副会長の総評にもあった様に、参
加された方にとってもMSWの存在意義、必要性を再
認識できた有意義な１日になったのではないのでしょ
うか。 

 今回、発表してくださった大分大学医学部附属病

院の右田さん、久野さん、コスモス病院の濱田さん、
御手洗さん、黒木記念病院の森野さん、麻生さん、 
本当にお疲れさまでした。 
そして、ありがとうございました。 

 昨年度、広報部でリニューアルした協会のリーフレット。
皆さん、ご活用いただけていますでしょうか？  
☆新入ソーシャルワーカーさんが入職した職場で！ 
☆患者さんに「病院にはこんな人がいるよ」と知ってもらう 
 きっかけに！ 
☆地域の健康サロンで！ 
☆外部の連携する他職種へ！ 
 等々、いろんな場面で活用できそうなリーフレットに仕上  
がっています。 
 
 大分県医療ソーシャルワーカー協会事務局（コスモス病院
内）にお問い合わせ頂くか、協会ホームページの会員専用
ページからダウンロード可能です。ぜひ、ご活用下さい。 

 広報部では、ご覧頂いているこの広報誌「かはら版」の作成や
ホームページ・メールマガジン、FacebookやLINE等のSNSを活用し
ての情報発信を主に行っています。 

 昨年度までの２年間では、このかはら版が入っている封筒のロゴ
など２種類のロゴ（温泉風とカボスデザイン）作成に始まり、ホーム
ページリニューアルや協会リーフレット作成なども行ってきました。 

 コロナ禍での２０２０年度も、「こんな時だからこそ今できることを！」と、協会員の皆様の必要
とされる情報を、そして楽しみにして頂ける情報を発信してきました。新規加入者の方も読んで
下さっていると思いますので、ここで主な発信ツールのご紹介をします。 
 【ホームページ】→研修案内や求人情報、活動ギャラリーやソーシャルワーク研究発表・論文

ライブラリーなどの情報が掲載されています。ホームページで使用されている写真は、すべて
県下のＭＳＷ仲間の実際の様子・姿の写真です。今後も少しずつ入れ替えをしていきますので、
「ぜひ、うちの写真を使ってほしい！」方は事務局までお声かけ下さい。 
 【メールマガジン】→研修案内や求人情報を皆さんの携帯電話やパソコンにお届けします。 
 【Facebook】→ホームページ同様の内容に加え、各部の活動やオフショット・メイキングなど、

写真も豊富にお届けします。ホームページにもFacebookの小窓がありますので、そこからでも
ご覧頂けます。 
 【LINE】→研修案内や求人情報、各部の活動内容などをお届けします。 
  
 そして２０２１年度は・・・マスメディアとの関わりも 
作っていき、大分県医療ソーシャルワーカー協会を 
沢山の方に知っていただく啓発活動に力を入れてい 
く予定です。そんなワクワクする活動を一緒にして頂 
ける部員もまだまだ募集中です。 
 興味のある方は、ぜひ事務局までご連絡ください。 
２年間よろしくお願いします。 
  


