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今年度も様々な協会活動をお伝えできるよう、発信
していきたいと思います。

広報部では、ホームページの写真も随時更新してい
きます。皆様の医療機関へ写真提供のご依頼をし
たいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願い
いたします。

（Ｖｏｌ．63 担当：S ）

編 集 後 記

会員数 ３月３１日現在 ２６８名

（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会 ２０２２年５月発行
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堤 千春

松村 洋平

☆VOICEセミナーの開催☆
5月18日(水)19：00～20：30、令和4年度VOICEセミナー第1弾
機能別THE談会～みんなの病院どうしているの？～をZOOMに
て開催致します。

病院機能ごとにグループ分けを行い、病棟の素朴な疑問等の
話し合いを行います。

VOICEが行う診療報酬セミナーということで、診療報酬改定に
特化した話ではなく、まさしく今、MSWがとっている点数について

の加算、取得方法やその工夫など情報交換・交流を行う場としま
す。明日の支援のヒントが見つかる機会になればと思います。

お好きなグループに参加可能です。皆様の御参加をお待ちして
おります。
参加申し込みは5月10日(火)までです。

今年度のFMおおいた 「 」への出演が決定いたしました！
6月13日（月）・12月26日（月） 19時 ON AIR!! 

“ ”を九州・全国へ！！
ー研修体系の改革とともにー

☆ソーシャルワーカーデー☆
昨年に引き続き、県内の高校生を対象とした「ソーシャルワーカーの職業説明会」を7月に開催

予定です。ソーシャルワーカーの仕事内容を高校生に知ってもらうことで、ソーシャルワーカーに
関心を抱いてもらい、進路の選択肢の一つとなるように、企画・開催を予定しています。 新年度を迎え、会員の皆さんにおかれましては、診療報酬改定後の対応に奔走されてい

る方、あるいは新人ＭＳＷが入職し、育成に力を注がれている方、はたまた転職をして、心
機一転、次なるステップに挑戦を始めた方など、それぞれがご自分の目標を持ち、日々奮
闘されていることだと思います。コロナ禍はまだまだ終息の兆しが見えません。皆さん、体に
は十分気をつけながら、毎日の業務に取り組んでいきましょう。

さて、当協会は令和4年度より、研修体系の大きな改革を行います。これまでは、主に「初

任者」「中堅者」「リーダーシップ」など、経験年数区分にて研修を企画・開催してきましたが、
今後は、ＳＷのキャリアラダー（全国会長会推奨版）を基盤に、そのキャリアに沿った形での
研修を企画・開催していきます。キャリアラダーを活用することで、皆さんのキャリア到達度
が可視化でき、ご自身の成長度や次の目標がわかりやすくなります。研修部が中心となり、
年間研修プログラムを事業計画にて提示します。内容も多岐に渡り、充実したものになって
いますので、ぜひご自分の目標に合った研修にご参加下さい。

そして、今年度は、2023（令和5）年11月開催予定の『第59回九州医療ソーシャルワーカー
研修会（おおいた大会）』、2024（令和6）年6月開催予定の 『第72回日本医療ソーシャルワー
カー協会全国大会・第44回日本医療社会事業学会（大分大会）』の実行委員会を立ち上げ

ます。オンラインが主流となり、全国レベルでの交流機会が増えたためか、今、大分県の取
り組みは九州・全国でも注目されるようになっています。大きな大会を2年連続で開催するこ
とはもちろん大変ではありますが、当協会の会員全員が一致団結して、私たちの“おおいた
発”を九州・全国の仲間に届けたいと考えています。２つの大きな山を登り切り、その頂から

見える景色に、たくさんの成長と感動を得られるように一歩ずつ準備を進めていきます。こ
れから順次実行委員を募集しますので、皆さんにもご参加頂けることを期待しています。

最後になりますが、今年度も皆さんに興味を持って頂けるような研修やイベントをご案内い
たしますので、引き続き、ご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会 会長 脇坂 健史



ネットワーク推進部です。私たちは、大分県各地域の連携強化の
為、各圏域・病床機能別MSW交流会（スマイルミーティング）や、
がん患者・家族支援の交流機会（リレー・フォー・ライフ）等の活
動を行っています。 
現在、各圏域に部員17名が所属し、あなたの地域でも活動してい

ますので、いつでも力になれると思います。 
 部員希望の方はいつでも大歓迎です！活動で日々の業務の輪も広
がると思いますので、連絡お待ちしております。 

病床機能別（回復期）   
Smile meeting開催！! 
 1月29日（土）回復期病院のMSWを対象とし、Zoom
交流会を開催しました。14機関22名の参加があり、普
段会する機会が少ない方との交流が新鮮で、良い刺激を
得たとの声をいただきました。未だコロナ禍の苦労が絶
えない中で、楽しい時間を共有できたひと時だったと思
います。今後も多様な交流機会を展開していきますので、
お楽しみに！ 

 今年度の社員総会を下記の日程で開催します。ご参加の程、よろしくお願い致します。 

日 時：令和４年５月２９日（日）１３時～ （会場・Zooｍのハイブリット形式予定） 
場 所：大分スポーツ公園 昭和電工ドーム B1 ４０６会議室 
      ※MSW歴1～3年目限定の交流会を、社員総会前の10：30～12：00に行います。会場・Zoom両方のハイブリット開催 

   予定ですので、大分県MSWの輪を広げていきましょう。皆様のご参加、お待ちしております。 
     

 令和４年２月４日（金）従来の研修やセミナーではなく、会員の親
睦交流の場として、オンラインでの新年交流会を開催しました！ 

 全員の「乾杯！」でスタートし、前半は参加者が４つのグループに
分かれ、仕事やプライベートのこと、お互い初めて知る話などを楽
しみました。そして後半は空くじなしのお楽しみ抽選会！上位のプ
レゼントが自分に当たるかどうか、ドキドキしながら盛り上がりまし
た。お酒や好きな食べ物を食べながら、リラックスして親睦を図る
時間も時には良いですよね(^^)  

 主催してくれた特命班VOICEの演出のおかげで、参加者全員の笑い声が絶えない楽しい会となりま
した！来年こそは直接皆さんとお会いしたいと改めて思いましたし、今回の新年交流会の盛り上がり
が、協会の今後のイベントに勢いをつけてくれると感じました。これからのイベントにも期待して下さ
い！！ 

研修部 

ＶＯＩＣＥ 

 ３月１３日（日）に学術研究大会が開催されました。Zoom開催
となった今大会。演題発表頂いた７名の方お疲れ様でした。 参
加された１００名の方にもお礼申し上げます。 
 学術部としては診療報酬改定について発表させて頂きました。
準備段階では楠元副会長に助言を頂きながら、何とか形になり
当日を迎えることが出来ました。 
 今大会の発表演題は、大分県ＭＳＷ協会ホームページ会員  ページ『論文ライブラリー』に順次登録 

        ネットワーク推進部のメンバー 

されます。参加できなかった方もぜひご覧ください。 

学術部 

ネットワーク 
推進部 

各部紹介 

    セルフリレーフォーライフ 
          由布岳頂上にて 

研 修 名 
キャリアラダー 

研修日程 講師 
項目 レベル 

SWに求められる価値・倫理 理論 Ⅰ～Ⅱ 5/21 14時～ 
大分大学福祉健康科学部 准教授  
滝口真先生 

実習指導 教育 Ⅱ～Ⅳ 6/11 14時～ 
別府大学文学部人間関係学科 准教授 
日和恭世先生 

アセスメント 実践 Ⅰ 6/18 14時～ 大分県立病院 楠元 緑 

面接技術 実践 Ⅰ 7/9 10時～ 
大分県MSW協会元会長  
野上美智子先生 

デジタルソーシャルワークを知
る～SWに必要な変化とは？～ 

実践 Ⅰ～Ⅳ 10/1 14時～ 
特定非営利活動法人フローレンス  
増田朱里先生 

主体的なチームをつくるための
秘訣 

管理 Ⅲ～Ⅳ 10/22 14時～ 中尾えがお先生 

MSWキャリアラダー・ 
モデルフォローアップ研修 

教育 Ⅰ 11/12 14時～ 調整中 

ソーシャルワーク理論 理論 Ⅰ～Ⅱ 1月 14時～ 
社会医療法人帰巖会みえ病院  
今尾顕太郎 

経営に強いSWになるために
は？ 

管理 Ⅲ～Ⅳ 2月 14時～ 
社会医療法人関愛会法人本部長補佐 
大東よつば病院事務長  高橋勝先生 

事例検討 実践 Ⅰ～Ⅱ 3月 14時～ 大分大学医学部附属病院 脇坂健史 

【連続研修】 

ソーシャルワーク研究・発表 
（全6回程度） 

研究 Ⅰ～Ⅲ 
6/9～
3月 

19時～ 
大分大学福祉健康科学部 教授 
上白木悦子先生 

MSW進化プロジェクト（全4回） 実践 Ⅱ～Ⅳ 

7/23 
9/24 
12/3 
2/4 

14時～ 

精神保健福祉士 森和美先生 
日本福祉大学 教授 保正友子先生 
株式会社ライフリー 佐藤孝臣先生 
特定非営利活動法人 ソンリッサ  
萩原涼平先生 

スーパービジョン～理論編～ 
            ～実践編～ 

教育 
Ⅰ～Ⅳ 
Ⅲ～Ⅴ 

8/6 
9/17 

13時～ 
杵築市医療介護連携課事業推進係 
杵築市立山香病院地域医療連携室 
ソーシャルワーカー 岡江晃児先生 

面接技術・事例検討以外はオンラインでの開催となります 


