
皆さま、新年あけましておめでとうございます。2020年の年頭に

あたり、ご挨拶申し上げます。

日本は昨年も台風19号をはじめとした多くの災害に見舞われまし

た。年始とはいえ、いまだご苦労されている被災地の方々にお見舞い

申し上げるとともに、尊い命を失くされた方々にお悔やみ申し上げま

す。地球温暖化の影響を考えると、こうした災害は、毎年起こるもの

という覚悟をもって、備えなければなりません。

さて、本年は４月に診療報酬改定がありますが、国は診療報酬を下

げるとともに、いずれ後期高齢者の自己負担割合を２割にすることも検討しています。並行して検討

されているのは居宅介護支援費の自己負担導入と介護保険の自己負担を原則２割とすることです。安

定した社会保障の継続を目指すというのがその根拠ですが、「介護の社会化」を謳ってスタートし、

今年満20歳を迎える介護保険制度です。その適切な利用に抑制がかかり、介護家族が犠牲となるこ

とは避けなければなりません。そのためにも多くのみなさんが当協会とともに日本協会に入会してい

ただく必要があります。数は力です。

そして、今年は10月10日、11日に「第14回日本介護支援専門員協会全国大会 in とちぎ」が栃木・

茨城・群馬の三県合同で、「のびる技・むすぶ想い・ひらく明日」というテーマであります。こぞっ

て宇都宮に集いましょう。ケアマネジメント群馬フォーラムは昨年西毛で開催され、須藤群馬県医師

会長が大会長を務められ大成功でしたが、今年は北・中毛が当番です。菅野理事が大会長となること

が決まっています。きっとアイデア満載のフォーラムになることと思います。ところで、「ケアプラ

ン点検支援アドバイザー」事業が群馬県からの委託事業になりそうです。「粗探しではない、お互い

に高め合うための取り組み」として前向きに対応していきたいと思います。総務財政・学術研修・広

報情報の各委員会も活性化しています。本年の当協会の事業にご期待ください。

さて今年の干支の子(ねずみ)は、すぐに子ねずみが増え成長することから、子孫繁栄に縁起の良い

干支です。また、「寝ず身」＝「働き者」ともとらえ、財を蓄える象徴とも言われております。もち

ろん「寝ずに働く」などとても勧められたことではありません。ライフワークバランスを考え、皆様

方が健康で１年を過ごされることを祈っております。本年もどうぞよろしくお願いします。
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2020年　新年のごあいさつ
一般社団法人　群馬県介護支援専門員協会　会　長　大 澤　　誠 

1

令和２年１月１日

No.118会報



第16回ケアマネジメント群馬フォーラム第16回ケアマネジメント群馬フォーラム
in 西毛を終えてin 西毛を終えて

第16回ケアマネジメント群馬フォーラム in 西毛

を開催することができ心より感謝いたします。当日

は、ケアマネジャーの皆さんをはじめ一般市民の方々

にも参加していただき盛会裏に終了することができ

ました。これは群馬県介護支援専門員協会長の大澤

誠先生、松沢副大会長をはじめ多くの実行委員の方

の緻密な会運営の賜物と思っております。

午前中の基調講演では患者家族の方にも出席して

いただきました。私自身が22年間訪問診療を続けた

家庭でしたので特別な思いもあり、家族介護でもこ

こまで出来ると参加者の皆さんに知ってもらいたかっ

たのが本心です。人生会議、ACPなど議論が盛んにおこなわれていますが簡単なもの

ではありません。たとえ寝たきりであっても家族にとって大黒柱なのです。もっと議

論を深化させる必要があると思いました。

ランチョンセミナーでは興味深い３演題が講演されました。どの会場も満席でした。

その後の分科会も皆さん積極的に参加され勉強になったのではないでしょうか。

午後のひと時は新しい試みとして林家源平師匠による介護漫談をお願いしました。

四国、宇和島の母ちゃんの話、目に浮かぶようです。後日源平師匠よりお手紙をいた

だきました。源平師匠によると今回の講演はケアマネジャーの会という名前に位負けし、

不完全燃焼だったそうです。是非また群馬に来てもらい、もう少し時間をとって完全

燃焼してもらいましょう。

最後に私どもの職員ではありますが大澤勝子実行委員長には心より感謝いたします。

名猛獣使いとなりいい加減な私を導いてくれました。来年も引き続きこのケアマネジ

メント群馬フォーラムがますます盛んになり開催されることを祈念しお礼とさせてい

ただきます。ありがとうございました。

群馬県医師会会長・医療法人済恵会理事長 　大会長　須藤　英仁
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　須藤先生の基調講演は、56 歳で脳梗塞を発症し寝たきりとなった教職者Ｓさんが、奥様の介護を
受けながら 22 年間をご家庭で過ごされた軌跡をたどりながら、我々が業務で日常的に使っている

「NEEDS」（以下ニーズと記載）とは何かを改めて問い直すものでした。
　Ｓさん（ご主人）が倒れた頃を振り返って奥様は、「どん底の状態で闇のような時間でした。半年ほ
どはそこから抜け出すことができない苦しい時間でした」とおっしゃっていました。そんな奥様が「ど
うしたら私一人で介護できるのかを考え」て、介護用品・機器を調べ、導入し、ご自宅でのご主人と
の生活が始まりました。
　家庭に戻ったＳさんは、夫であり父親でした。その後、娘さんの結婚式では新婦の父、娘さんの出
産でおじいちゃん、息子さんの結婚で新郎の父、お嫁さんの出産で二人目の孫のおじいちゃんになり
ました。
　写真の中のお孫さんを抱いたＳさん、家族全員に囲まれたＳさんの満面の笑みは、Ｓさんの満ち足
りた気持ちを、幾千幾万の言葉よりもしっかりと私たちに伝えてくれました。
　「ニーズ分析」「ニーズ抽出」という言葉を耳にしたことはありませんか？寝たきり（これも一面的な
表現ですね）のＳさんの、家庭に戻られてから積み重ねた豊かな時間を知る機会を得た私たちは、こ
れらの言葉に違和感を抱くようになったのではないでしょうか。
　脳梗塞発症からご逝去されるまでのＳさんの 22 年間
に、ケアマネジャーは関わっていません。須藤先生は、Ｓ
さんとそのご家族を「応援すること、味方であること」を
大切にしてきた理学療法士さんが「ケアマネジャーの役割
だった」と言われました。ニーズとは、ご本人ご家族に添
いながら、その時々のおもいを受け止めて感じるものなの
かもしれません。
　講演の締めくくりに須藤先生がおっしゃった「Ｓさんは
教育者として人生を全うされたのではないでしょうか」と
の言葉は、最期の時まで自己実現を支えることの大切さ
を伝えてくださいました。
　どのご利用者さんとも一期一会。真摯に向き合うなかか
ら真のニーズに気づき、添う存在でありたいと思いました。
　Ｓさん、Ｓさんご家族に心からの感謝を申し上げます。

社会福祉法人希望館　小出　良一

基 講調 演
「NEEDS」

　　　　　　　　　　　　　　　講師：須藤　英仁 先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（群馬県医師会 会長・医療法人済恵会 理事長）
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『在宅医療と漢方薬』
講師：小黒　佳世子 先生
 座長：大澤　誠 先生

㈱ツムラの主催で在宅療養支援薬剤師、小黒佳代子先生による、実践に基づいた漢方薬のご講演をいただきま
した。病気は正気（免疫力）と邪気（病気）のバランスによって起きてくる、邪気は体から出さなくてはいけな
いため駆瘀血剤、正気を保っていくために補剤を組み合わせて使っていくのが漢方薬の治療方法。先生は医師と
往診同行しながら患者さんの状態観察をして漢方薬を提案、余命短いのでは、と言われた患者さんが不穏状態の
改善がみられ1年以上生きられた、など事例の紹介をいただきました。人生百年
時代、医療の目的が病気を治すことだけではなく今の機能を上手に使い続ける
という考えの中で、漢方薬が力を発揮するのではないかと感じ、漢方薬への理
解が深まりました。

居宅介護支援事業所　清里荘　髙橋　博美

『認知症と鑑別すべき疾患とその対応』
講師：東海林　幹夫 先生
 座長：須藤　英仁 先生

今講義は、認知症の診療と研究のスペシャリストである東海林幹夫先生から①認知症とは②4大原因疾患プラ
ス2③症状と診断④ BPSD と介護・治療・リスク、の4つの項目を説明して頂いた。認知症は病ではなく、色々
な原因で脳がひどく障害され様々な症状が出現し、仕事や日常生活に支障がでてきたことであることの説明から、
それぞれの症状の特徴と診断、対応のポイントを詳しく学ぶことができた。大
切なのは、治療可能な認知症を見逃さず、原因疾患ごとに適切な治療と介護が
必要であることで、障害が軽い大切な時間を無駄にしないためにも早期診断が
重要であることを実感した。質問にも丁寧に答えて頂き、中身の濃い貴重な一
時間であった。

下仁田町社会福祉協議会　小金澤　葉子

『病棟・施設の排尿ケア　up to date　
～脳卒中患者に対する排尿ケアから見えてきたもの～』
講師：曲　友弘 先生
 座長：高田　勢子 先生
　排泄に係る問題が生じると、在宅介護の手間は格段に増えてしまいます。排尿ケアは興味深く、今回参加させて頂
きました。
　基本のメカ二ズムから、障害が起った際に出現する症状やその治療法を、蓄尿と排尿に分けて説明がありました。
蓄尿について、治療や訓練の中に膀胱訓練と言うものがあるそうです。尿を我慢し
て症状を改善させる方法で､ 内服治療と同等の効果が有るそうです｡ 長年我慢は禁
物と思っていたので､ 目からうろこでした｡
　講師の曲先生が所属している黒沢病院の取り組みとして、脳血管障害等での入院
した患者さんの排尿トラブルに関して、早期に排尿ケアチーム（規定を充たす専門
チーム）として関わる事で、その後の QOLや ADL に改善が見られるとの事でした。
早期介入の大切さを知る良い機会となりました。

パナケア真中㈱群馬町居宅介護支援事業所　橋爪　晴子

ランチョンセミナー①

ランチョンセミナー②

ランチョンセミナー③
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スキルアップ研修『話し合いの進め方とゴールの設定の仕方』
講師：大石　尚 先生

色々な人たちの考えや意見をまとめ、成果をあげ納得性を高めるにはどうすればいいか。
話し合い開始のポイントは１、目的「方向性」。（何を話す会議か。）２、目標「着地点」（ゴールはどこか。）３、

役割分担「責任者・進行・記録」（責任者の意見に偏る可能性があるので責任者は進行をしない。）４、進め方「内
容と進め方を分ける。」（決めて共有することで今何をするかが明確になる。）を決める。

合意形成は正解を求めるのではなく最適を目指す。その為には一致点と対立点から仮の合意点を見つける。見つ
けたら対立点の解決策に進む①「目的の違い」⇐共通の目的を見つける。②「視点の違い」⇐片方の意見を優先し
つつも片方の意見をいかに達成するか議論する。③「立場の違い」⇐相
手の立場を理解する、第3者の視点で捉える。

話し合いの目的は参加した人が納得すること。意見の違いの葛藤を恐
れずに参加者全員に意見を言って貰い一つ一つの意見に向き合うことで
より成果と納得性があがる。

広い視野を持ち、沢山の意見を集約し、お互いが WIN-WINになるよ
うな話し合いができるように学んだことを生かしたいと思います。

大石先生の優しい笑顔と話術で終始和やかでとても身になる講義でした。

ヘルパーステーションひびき　荒川 健司

講演『笑顔を引き出すポジティブケアマネジメント』
講師：内田　陽子 先生

今回の講演にて感じた事、そして実践したことを報告します。
　「ポジティブケアマネマネジメント」とはケアマネジャーとしての自分なりのレシピを持つことで、ご利用者、ご

家族へストレートに伝わりやすい、分かりやすいケアプランを立案すること。そのためにはご利用者を多面的に観
察し、ご利用者の立場で物事を考えること。どのように考えているか推理することが大切であり、且つケアプラン
は分かりやすく、ご利用者が毎日を楽しく、幸せを実感できるようなものがよい。今はまだ課題も多いですが、と
ても分かりやすく、その気になるような研修でしたので、まずは実践してみようと感じました。

ご利用者が幸せと感じられるようなケアプランになるように、難病の
利用者様のサービス担当者会議にて自ら発言してみました。「何かやり
たいことはありますか。幸せを実感するような目標を一緒に考えましょ
う。」と、そのとき、会話ができないご利用者（妻）に代わって、ご家族（夫）
から「4 月の桜の花見に、みんなで行きたいです。」と話しが出ました。
それを聞いたご利用者（妻）は満面の笑みを浮かべ喜んでいました。会
議の結果、ケアプランの目標が「春には桜の花を見に行くことができる」
となりました。内田先生の講義に参加して感じて実践できて良かったと
思いました。

 青梨子訪問看護ステーション　関根　京子

分科会セッション①

分科会セッション②
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『笑顔の事例検討会　群馬方式　居宅版』　　　　
進行：中沢　かよ子 理事
　群馬方式での『笑顔の事例検討会』を中沢先生の司会で行いました。参加者全員で見立て（アセスメント）を行い、そ

れをもとに手立て ( プラン ) を考えていきます。
　見立ての検討では、事例の内容について一問一答を繰り返します。それを整理していくことで利用者像が見えてきます。
参加者全員の違った視点で、改めて利用者をみることができるため、一人でのアセスメントよりも深く利用者を知ることが
できることがわかりました。また、手立てをいつ、誰が行うというところまで考えるため、実現していくための道筋も立て
られると感じました。
　今回は看取りの事例で、事例提供者の方は時間がない中でもベストを尽くしたと言えるケースだったそうです。それでも
検討会が終わった時には、行った支援が利用者の思いと合致していたかを振
り返ることができたとのことでした。
　中沢先生から、情報を活かしてこそケアマネジャーである、とお話があり
ました。群馬方式ではたくさんの情報を得ることができます。それをうまく
活かすことで、利用者の思いに沿ったより良い支援ができることが実感でき
ました。今回の検討会での気付きを忘れず、一期一会で出会えた利用者を笑
顔にできるような支援を目指したいと思います。

富岡市社会福祉協議会　馬場　明子

『笑顔の事例検討会　群馬方式　施設版』
進行：須田　和也 理事

私は現在、老健でケアマネジャーをしています。分科会を決めるにあたり施設向けのものがある！と思いセッショ
ン④に決めました。普段研修というと居宅向けのものが多いため、施設向けのものがあるのはとてもありがたいです。

今回は群馬方式での事例検討会でした。参加者は施設のケアマネジャーだけでなく、居宅ケアマネジャーや老人
ホームの紹介会社の方など様々な方の参加がありました。

全員で一つの事例に対して、アセスメントをし、手だてを考えるのですが、普段の業務の中ではここまで時間を
かけて一人の方の検討を行うことは難しいため、大変貴重な時間で、新鮮な気持ちになりました。歩きたいというニー
ズを叶えるため、利用者様が望む生活つくりのために、様々な
議論が展開されました。

施設は、食事・排泄・入浴などの三大介護は担保されているた
め、どうしても画一的なケアマネジメントになりがちです。今回
の分科会では、自分では思い付かないような視点で話し合いが
行われ、様々な意見に触れることができました。日々の業務で
の自分自身のケアマネジメントに対しての良い振り返りの機会と
なったと思います。

貴重な機会をありがとうございました。

 介護老人保健施設　ふじあく光荘　佐々木　浩太

分科会セッション③

分科会セッション④
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ＡＣＰ研修『もしバナゲーム』
講師：菅野　圭一 理事
「痛みが無い」「家族と一緒に過ごす」「私を一人の人間として理解してくれる医師がいる」・・・研修の最後私の

手元に残ったカードはこの３枚でした。
「ACP（Advance Care Planning）=人生会議」について詳細を知りたく今回参加させていただきましたが、「も

しバナゲーム」というカードゲームを使いながら楽しくかつ真剣に学ぶことが出来ました。
特に腑に落ちたのは、自らが望む人生の最終段階を自分の思い通りにさせるためには、発信出来るうちから何度

も繰り返し自分の思いを表現していかないと周囲には伝わりづらい、ということです。
冒頭に挙げた様に、自らが終末期大切にしたい内容のカードを手元に集めるゲームを４人１組で行うのですが（思い通

りのカードがない）（メンバーが変わったらまた最初から）（なぜあの人はこれを捨ててしまう
のか・・自分にとっては大切なのに）等、私達が日々利用者様と接す
る際に大きなヒントとなる大切さや難しさが集約されていました。

ゲームを通じてACP に限らず利用者様ご家族様との接し方につ
いて改めて考える視点をいただけたことが、大変有意義な研修でし
た。菅野先生と同テーブルで研修された皆様には御礼申し上げます。
「もしバナゲーム」は某大手通販サイトで購入が可能だそうです。
ご興味ある方は検索をかけられてはいかがでしょうか。

介護支援事業所ポピー　黛　賢一

スキルアップ研修『フレイルの捉え方とその対応について』
講師：篠原　智行 先生
「フレイル」「ロコモティブシンドローム」「サルコペニア」最近よく聞く様になった言葉ですが、講義を聞いてそ

れが概念や状態だったり、傷病名と違いを知る事ができました。
フレイルは緩やかに低下をたどり変化に気が付きづらい物です。アジアガイドラインで強く推奨されているのは

妥当な評価やレジスタンストレーニングを含む身体運動、ポリファーマシーの対応。条件付き推奨ではタンパク質
やビタミン D の補給等が推奨されているそうです。

群馬県中之条町での研究では病気の予防として 2000 歩の散歩で寝たきりの解消、5000 歩で認知症や疾患
病、脳卒中予防、8000 歩で高血圧や糖尿病の予防になるそう
です。しかし、誰にでも有効と思われていた筋トレも低栄養の人
には逆効果になってしまうそうです。その為、70 ～76 ｇのタ
ンパク質やビタミン D の摂取が大切で運動と栄養のハイブリッ
ド介入がフレイル予防には有効とされています。

意外な事にフレイルに一番有効なのは運動ではなく、趣味など
の文化活動やボランティアなどの地域活動というデータがあり、
フレイル予防には大切で皆で学び、皆でフレイルに気付き、趣味
や参加が出来る街づくりが大切なのだなと思いました。

 ケアプランかしま　木暮　俊輔

分科会セッション⑤

分科会セッション⑥
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『介護予防５つの健康法』　　　　
講談者：林家　源平　師匠
　「どーもー」と源平師匠が、会場に入ってこられると、会場は和やかな雰囲気になりました。
　「介護予防 5 つの健康法」と題し講談が始まりました。
　歩く：目的をもって、1日 7000 ～ 8000 歩、５感を磨きながら歩くと良い。
　笑う：ハハハ　ヒヒヒと笑えば、夜はぐっすり眠れる。
　色気： 着替える。着替えないと清潔感がなくなり、認知症になりやすい、特に男性。それに比べ、女性は、夫が亡

くなると元気になる・・・。
　料理：手指を使うから良い。
　声を出す：人と話すこと、声を出すことで、元気になる。

　笑いの中にも、介護予防の健康法を学ぶことができました。
　５つの健康法で元気に過ごされたお母様の話、落語「がまの油」で、あっという間に約 30 分の講談が終わり、会
場は大きな拍手で包まれました。元気をいただき、有意義な研修に参加できたと思いました。
 ケアプランセンター　ピース安中　須賀　操

講談

講演
『日本介護支援専門員協会　活動報告』　　　

講師：能本　守康 氏
　ケアマネジメント群馬フォーラム in 西毛のプログラム終盤で、日本介護支援専門員協会　能本常任理事より、「日本協会」
の活動について登壇頂きました。現在の全国の状況や時期制度改正に関する最新情報、また、当県が所属する北関東ブロッ
クの会員の状況なども報告がありました。全国的に見ると、まだまだ当県は日本協会の入会者が少ない状況です。
　能本常任理事からもあったように我々ケアマネジャーの 5 年 10 年先を見据えて、現場の声を制度改正などに反映
するためにも全国の組織は必要だと思います。来年は栃木県宇都宮市で全国大会も開催されます。この機会に是非「日
本協会」にも入会して頂きたいと思っております。全国のケアマネジャーの皆さんと、つながり、共に学び、ケアマ
ネジャーの現場の声を中央へ届けましょう。是非よろしくお願いいたします。

日本介護支援専門員協会群馬県支部　代議員　須田　和也

新年あけまして、おめでとうございます。2020 年、東京オリンピックの開催で盛り上がってい
ますが、介護保険制度も始まって 20 年になります。これまで様々な制度改正が行われ、そして
これからについても多くの議論がされています。「ケアマネ群馬」では、タイムリーな情報を会
員の皆様にお届けしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。　　　　　 （の）

編
後
集
記

「大抽選会」から次期大会長へ引継ぎ
　フォーラムでは初の「大抽選会」で盛り上がったあと、来年
度の次期大会長への引継ぎ式が行われました。第 17 回ケア
マネ群馬フォーラムは北中毛ブロックが担当し、協会理事で渋
川市国民健康保険あかぎ診療所の菅野先生が大会長として開
催されることとなりました。
　開催時期については、「第 14 回日本介護支援専門員協会全
国大会 in とちぎ」が 10 月10 日、11日に開催されますので
会員の皆様に負担なく全国大会とフォーラムの両方に参加して
頂ける時期を検討いたします。
　楽しみにお待ちください。

　研修会や事務局からのご案内、各支部
情報など掲載されておりますのでご活用
ください。

ホームページのご紹介
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