令和２年４月１日

県民公開講座

■１

赤い羽根共同募金事業

「保健・医療・福祉関係者によるチームアプローチ
で臨む災害支援」
を受講して
社会福祉法人希望館

小出

良一

標記講座が、１月19日（日）に群馬県社会福祉総合センターで開催されました。
第一部「特別講演」は、災害派遣福祉チーム(DWAT)として県内外の災害支援に携わってこられ
た、群馬県社会福祉協議会施設福祉課 鈴木伸明氏の、これまでの活動経験に裏打ちされた、災害時
要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人）を支えるための仕組みの現状と
課題のお話でした。
これまで「数十年に一度」と言われていた大規模災害が、年に何度も発生する昨今、被災する惧
れは何処でも誰にでも起こりうるものとなっています。講演をお聴きして、有事に対応するための
日頃からの準備（平時の活動）がいかに大切かを感じ、私同様に居住地域や勤務地のハザードマッ
プを閲覧した方も多いのではないでしょうか。
尚、鈴木講師は昨年12月21日に当法人を会場に開催された「地域防災学習会（NPO法人わんだ
ふる主催）」で、『避難所運営ゲーム（HUG）社会福祉施設編』の進行役をされていました。HUG
を通じて、避難所運営の課題や要点が浮かび上がり、災害への意識が変わる学習会で、機会があっ
たら是非参加することをお勧めします。
第二部は、はんなさわらび療育園サービス管理者 久我郁子氏（病児・障害者支援のスペシャリス
ト）・公立七日市病院MSW 佐俣雅和氏（医療と介護のつなぎ役）・富岡市地域包括支援センター保
健師 石橋奈美氏（介護を支える地域の要）のお三方が登壇し、特別養護老人ホームゆたかの島田幸
治氏（群馬DWAT先遣隊）が座長のシンポジウムでした。
地域における災害への取り組みと支援は、事業所のもつ機能に加え、地域住民の年齢構成や家族
形態・結びつきの在り方・家屋や地勢要件等様々な地域特性によって求められる対応が変わってき
ます。それ故に、平時からの住民や他事業所とのコミュニケーション・地域の持つ力とリスクの把
握が重要であり、これに立脚した対応マニュアルの策定と継続的な見直しが求められることを、改
めて学ぶ機会となりました。
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第17回ケアマネジメント群馬フォーラム
in 北・中毛について
群馬県介護支援専門員連絡協議会

理事・同学術研修委員長

大会長

菅野

圭一

昨年度のケアマネジメントフォーラム閉会式で宣言させていただきましたが、今年度のフォー
ラム（第17回）は僕が大会長として、北・中毛のメンバーを中心として行わせていただきます。
日程は７月４日の土曜日で、会場は未定ですが、前橋市内を考えています。テーマは、「たま
には自分のことも考えてみませんか？ストレスマネジメントの勧め -」で、「燃え尽きて心身を
壊さないために -」です。日頃は利用者の方々のケアのために奔走し、多職種とのかかわりの
中でもまれて、多くの方がストレスをためやすい状況にあるのではないでしょうか？もちろん「他
者への気づかい」は質の高いケアマネジメントに重要ですが、自分のことを振り返って自分を
ケアすることも重要なことです。ぜひ自分自身のストレスを見つめる機会としてみてください。
メイン講師は2018年10月３日 NHK 総合テレビ放送の『ガッテン！「血糖値がみるみる下がる！
謎のポーズで体質改善 SP」
』にゲストコメンテーターとして登場した、松井浩先生（有限会社ヒュー
マンモア代表取締役、健幸運動コーディネーター、および NPO 法人 J-HOPE 副理事長）です。
先生は運動だけでなく、自身の病気や妻を亡くした経験からストレスマネジメントの重要性も痛
感し、看護協会や救急救命財団東京研修所などで、心身が元気で前向きになるストレス対策プロ
グラムも展開していらっしゃる方です。また、先生にはメインの講演会（それも講演だけでなく
グループワークを織り交ぜたものを行っていただく予定）だけでなく、その後の分科会で腰痛予
防やサルコペニア予防の運動に関するセッションも行っていただく予定でいます。もちろん他に
もストレス解消のためのセッションを御用意させていただきます。また、昨年度大好評だった大
抽選会も行う予定です。ぜひ、御期待ください。
最後にもう一つ報告があります。今年は10月10-11
日に「第14回日本介護支援専門員協会2020全国大会 in
とちぎ - 北関東三県合同開催」が行われます。現在この大
会成功に向け、当協会はその準備に全力で取り組んでお
りますので、ぜひ会員の皆様にもそちらにも参加してい
ただきたいと思っています。このため、今回のフォーラ
ムは例年よりもやや規模を縮小して行うことになります（１
日ではなく、13時30分 -18時30分の約半日、ランチョ
ンセミナーは中止）が、その分吟味した企画で皆さんに
楽しんでいただくつもりでいます。楽しみにお待ちくだ
さい。
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群馬ケアマネジメント研究会
ユースセッション研修会に参加して
令和 2 年１月１０日（金）18：30 から、めぐみ在宅クリニック（神奈川県横浜市）院長、エンドオブライフ・
ケア協会代表理事でもある、小澤竹俊先生に「大切な誰かの人生の最終段階に私たちができること」～住み慣
れた地域で最期まで穏やかに暮らせる社会を目指して ～と題しご講演をいただきました。
当初予定していた募集人数を大幅に超えて多くのご参加を頂き、会場は熱気にあふれ、対人援助、終末期
ケア、地域包括ケアなどへの関心の高さを再確認しました。
小澤先生は軽快な語りと映像や音楽などを巧みに用い、全く飽きさせることなくあっと言う間の２時間でした。
特に印象的だったのは、
「難しいことを子供にもわかる言葉で伝える」ということです。難しいことを専門用語を
用いて難しく伝えることは簡単ですが、相手が理解できる言葉でわかりやすく伝えるには、自分自身が分かって
いなければできません。私たちの専門性を分かって相手に伝えることの大切さを再認識させていただきました。
小澤先生が講義の中で、何度も仰っていたのは「苦しんでいる人は、自分の苦しみをわかってくれる人がい
ると嬉しい」ということです。私たちケアマネジャーにとって、ニーズの根拠となる「苦しみ」
「困難」
「気がか
り」をどう聴くのか、何故聴くのか、聴くことの援助的意味は何か、ここがわかってご利用者様に向かい合う
ことの大切さを改めて知ることができ、ロールプレイ等を通し「反復して待つ」
「沈黙の意味」
「問いかけの大
切さ」の効果を実感することができました。
苦しむ人への援助とは、その人の苦しみをキャッチし、相手の支えをキャッチし、支えようとする私たち自身
の支えを知ることが大切だと小澤先生は仰っています。励ましの通用しない看取りの現場で、その人の苦しみ
をわかる為には援助的コミュニケーションスキルが必要とされているのだと思います。
「力になれる」から関わ
るのではなく、
「力になれなくても逃げずに向き合う」ために、
私たち自身が支えられていることに気付くことが必要、
「誰かの
支えになろうとする人こそ一番支えを必要としています」という
言葉に、ハッとさせられました。自分の周りにいる仲間や家族、
大切な支えに目を向けることができ、なんだか心が暖かくなっ
た気がします。日々の業務に忙殺され、自分を見失いそうにな
る時、立ち返る場所があることに気付けたことが一番大きな収
穫だったように感じます。
今回の講演の中で、私たち自身が救われ、そして私たちの
目の前にいるご利用者様たちの苦しみが和らぐことに繋がっ
たのではないかと思います。
株式会社 WE care

居宅介護支援事業所ほすぴすケア

新井

薫
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日本介護支援専門員協会 2020全国大会
in とちぎ実行委員会の報告
日本介護支援専門員協会群馬県支部

代議員

須田

和也

全国大会に向けた実行委員会は、ほぼ毎月
のように宇都宮市内で開催され、それ以外に
も SNS などを活用し、10月の開催に向け準
備を進めています。
2月に宇都宮市で開催された実行委員会で
は、大会テーマ、大会の内容などもほぼ確定し、
参加募集の方法などについて決定しました。
また、1日目終了後に開催される懇親会の内容
について協議されました。
今後のスケジュールとしては大会参加申込
や各分科会の演題募集が開始する時期となってきています。また、併せて関係各所へ「広告協賛のお
願い」が開始されます。いずれの募集についても、2020全国大会専用ホームページより申込が行え
るように準備を進めています。
全国大会に参加することにより全国各地のケアマネジャーの実践を知る機会にもなり、自らの学び
にもつながると思います。そして何より、全国でさまざまな活動を行っているケアマネジャーの仲間
と知り合ったり、交流できたりする良い機会であるとも言えます。隣県で開催されることもあるため、
是非、群馬県内のケアマネジャーの皆様に積極的に参
加をして頂きたいと思います。
大会は2020年10月10日（土）から10月11日（日）
の2日間で開催されます。
大会テーマは「のびる技・むすぶ想い・ひらく明日～
二十歳の介護保険 支え合うことの価値を問い直そう～」
です。大会趣旨の一部を抜粋しますと「平成12年４月か
らスタートした介護保険制度は、その活用により利用者
一人ひとりの思い、家族の想いは本当に実現できている
のでしょうか？専門職として何処を目指していくのかを
今一度考え、
「原点回帰」をキーワードに、介護保険法が
施行され「二十歳」を迎える今、支え合うことの「価値」
をここであらためて問い直していきます。
」となっています。
この機会に是非、日本介護支援専門員協会にも入会
していただき、全国の仲間と共に参加し共に考え、大
会を盛り上げて行きましょう。群馬県内の皆様の参加
をお待ちしております。
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理 事 会・委 員 会 報 告
理 事 会
会長

大澤

誠

■２

1月19日（日）開催の県民公開講座（赤い羽根共同募金事業）は108名の参加を得た。第17回ケア
マネジメント群馬フォーラムは7月4日（土）に菅野大会長兼実行委員長のもとで開催される。今回の
フォーラム規模縮小は、日本協会全国大会が北関東三県合同で10月10日（土）11日（日）に開かれ
るからである。いずれの大会も成功させるとともに、これを機に会員増を図りたい。1月31日開催の日
常生活自立支援事業関係機関連絡会議の報告が松沢副会長よりあったが、群馬県警より、身体虐待以外
の虐待については警察の介入困難との見解があった。小沼理事より「桐生市空家対策の協定書」につい
ての提案があった。桐生市と当協会とで、桐生市内における空き家等の対策を推進するための協定である。

総 務 財 政 委 員 会
総務財政担当副会長

松沢

斉

年度末が近づき群馬県協会も各支部も事業計画の仕上げの時期かと思います。総務財政委員会では
会員の交流事業の実施を事業計画に上げました。みんなでわくわくした時間を共有するという点では
フォーラムの抽選会は盛り上がりましたが、単体での企画実施には現時点で至っておりません。普段
から接点のある顔の見える関係から少し広げて、新たな人間関係を作ることで、協会に入っているこ
とのメリットを感じていただけるよう引き続き模索して参ります。来年度は10月10・11の両日、お
隣の栃木県宇都宮市でケアマネ全国大会が開かれます。終了後にオフ会的なことを考えておりますの
で、それも含めて一人でも多くの方に参加していただきますようお願い申し上げます。
また、この全国大会を機に未入会の方の背中を県・全国入会に向けて押してください。群馬県のみ
入会の方もぜひ日本協会入会をお願いします。なんせ全国大会の参加費は全国会員8,000円に対して
非会員（群馬だけ入会の方も）16,000円ですから。

学 術 研 修 委 員 会
学術研修委員長

菅野

圭一

昨年10月に主任ケアマネ法定外研修対象の研修会である、「ファシリテーションスキルアップ研修」
を行いましたが、大変好評でした。特に４人一組になって模擬ファシリテーションを行っていただき、
その後の４人でのグループディスカッションが盛り上がりました。というのも、初めての試みとして
模擬ファシリテーションの場面をスマホやタブレットで動画撮影して、それを見ながらワイワイ行っ
たのが良かったようです。残念なのは、90分という限られた時間だったため、ディスカッションを活
かしたファシリテーションを行う時間がなかったことでした。ということで、この発展バージョンと
して、半日コースの「ファシリテーションスキルアップ研修」を企画しているところです。皆様楽し
みにお待ちください。

広 報 情 報 委 員 会
広報情報委員長

松本

勝美

ケアマネ群馬119号を発行しました。今回は新型コロナウィルスの感染拡大防止の措置により各種
研修会が中止・延期となり予定していた原稿が集まらないという状況がありました。委員の機転によ
り通常通り119号が発行できることとなりました。感謝・感謝です。今年度は、総会・ケアマネ群馬
フォーラム・日本介護支援専門員協会全国大会を中心に様々な情報を提供していけるよう計画してい
ます。また出来るだけ会員の皆様の声を紙面に活かしていきたいと考えていますので、広報情報委員
より原稿の依頼があった際には快くお引き受けくださいますようお願いいたします。
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支 部 情 報
渋川圏域支部
2月7日（金）、毎年恒例の渋川圏域ケアマネジャーとサービス事業所交流会が北海亭渋川店にて行
われた。インフルエンザ流行の時期も重なり欠席者もありましたが、50名の参加があった。名誉あ
る乾杯の音頭を引き当てた方のみ全員の前で自己紹介を行いその後自由に交流した。職種を超えて日
ごろの悩みや楽しみを語り合った。寒い時期に出かけるのは面倒でも、出かけることで出会う他人、
多職種との交流はとても有意義で参加者の違う一面も見えストレス発散の場になった。新しく参加し
た人、いつも参加している人皆同様に楽しい時間を過ごすことができた。
（渋川市西部地域包括支援センター

高橋

敬子）

吾妻支部
２月８日（土）に恒例の宿泊研修
を開催しました。今年は、長野原住
民総合センターで研修を行い、車で
10分くらい移動して、懇親会・宿泊
は川原湯温泉の「やまた旅館」で行
いました。研修会19名、懇親会14
名（宿泊13名）の参加でした。
研修は、鐵社会福祉事務所（埼玉
県所沢市）代表の鐵宏之氏をお招き
して、愛（AI）のある記録が書ける「生
活支援記録法」について勉強をしま
した。介護支援専門員はじめ介護に
携わる方は、業務の中でなんとなく記録を書いていると思います。研修に参加した方も、記録に関す
る勉強はあまりした事がないという意見がほとんどでした。多職種連携の中で、どの職種の方がみて
も解かりやすい記録は今後必要になってくると思います。リスクマネジメントの観点からみても「記録」
は非常に重要（証拠となる）になってきます。
「たかが記録、されど記録」だと思います。今回の研
修が有意義なものになったのは言うまでもありません。今後、職場でも統一していきたいなと思いま
した。
懇親会は、講演をしていただいた鐵宏之先生にも参加していただき、大いに盛り上がりました。吾
妻支部は毎年、宿泊研修を行っています。今後も、地域のケアマネ同士が、近くに顔が見えて仕事が
しやすい環境作りをしていきたいと思います。


6

（小規模特別養護老人ホームすいせんの里

田村

広行）

支 部 情 報
多野藤岡支部
2月20日（木）13時30分から藤岡みかぼみらい館において「藤岡市地域支え合い協議体講演会」が
開催されました。講師は、高崎市第１層生活支援コーディネーターの目﨑千恵子氏、
「支えてみよう近所
の人を、いつかくる自分のために～生活支援体制整備事業が目指すもの～」と題した講演でしたが、制度
の背景や地域包括ケアシステムについてはもちろんのこと、なぜいま支えあい活動が必要なのか、高崎市
協議体の取り組み状況を踏まえてとても分か
り易くお話しいただきました。講演会には、
藤岡市の協議体メンバーや関係者の方以外に
も大変多くの市民の皆様も参加されており、
人を支えるためにまずは自分が元気でいるこ
と、地域で役割や生きがいをもつことに頷き
ながら真剣に聴いていらっしゃいました。お
隣の高崎市に負けじと、自分にできることは
何かを模索できたことと思います。後半にお
いては、藤岡市地域支え合い協議体についての取り組み状況を聴かせていただきましたが、第1層協議体
が行う社会資源の発掘を「宝さがし」と称して取り組んでいることに皆様の関心も高まったことと思います。


（特別養護老人ホームつどい

関口 将史）

高崎・安中支部
3月9日（月）に予定していた研修会は、
「社会資源の開発にケアマネジャーが関われる事」と題して、
安中市社会福祉協議会職員で第2層生活支援コーディネーターの岡本裕介氏にお話をして頂くことに
なっていましたが、新型コロナウイルス感染防止の為、中止となりました。
今回の研修会は、生活支援体制整備事業として安中市でも「ちいき生活応援隊」
（協議体）が発足
しており、各地区の話し合いの中から出た「掃除やごみ出し」
「話し相手」など、ちょっとした地域
の困りごとに対しての助け合い活動が開始されています。ケアマネジャーとして相談をしたい事も沢
山ありますが、さて、どこに相談をして良いのか分からない。また地区毎に内容が異なっている為、
ご利用者様の地区はどんな事が行われているのか分からないなど、なかなかケアマネジャーが周知で
きていない状況でした。ちいき生活応援隊のメンバーと助けて欲しい人達とのマッチングや、こんなサー
ビスを取り入れて欲しい等の意見などが第2層生活支援コーディネーターの方達を通して行えればと
企画しました。
お話を伺えることやケアマネジャーの皆様との意見交換ができない事は残念ですが、また別の機会
にお話いただける事を楽しみにしています。
（居宅介護支援事業所

なゆた

石田

知里）
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コラム
生活習慣病とメタボリックシンドローム
ご存知の通り、生活習慣病とは、遺伝的な要因や加齢に加え、偏った食生活や運動不足・ストレス・喫煙・
飲酒などの好ましくない生活習慣を長年続けることによって起こる病気の総称であり、主に高血圧・糖尿病・
脂質異常症などがあげられます。
そして、食べすぎや運動不足などの悪い生活習慣により、内臓脂肪が増え（肥満）
、それが原因となって高
血糖、高血圧、脂質異常などの状態が複数出てくるのが「メタボリックシンドローム」であります。メタボは
自覚症状がないため、悪い生活習慣を繰り返すうちに動脈硬化が進行し、心臓病や脳こうそく、糖尿病など重
大な生活習慣病につながる危険があります。怖いですよね…。
さて、昨年受けた健康診断の結果を忘れかけていたそんなある日、健保協会から連絡があり、生活習慣の見
直しと健康相談についての説明がありました。どうやら（分ってはいましたが…）メタボの仲間入りのようです。
これから新年度がスタート、そしてお祝い気分にはなれませんが、ケアマネジャー生誕20周年ということも
ありますし…心機一転、健康管理をしていこうと思う今日この頃です。皆様もお気を付けください。


（基礎資格：介護福祉士M）

事務局からのお願い
会費を納入くださる皆様へ
令和２年度会費の振込用紙を同封いたしました。お振り込みいただく際、
振込用紙の依頼人の欄に、
必ず自身の住所・
氏名・電話番号をご記入ください。会費を納入いただきましても、
氏名が未記入の場合、
入金のお手続きができなくなっ
てしまいますので、お振り込みの際は、再度ご確認お願いいたします。
群馬県介護支援専門員協会の会費納入につきまして、従来通りの郵便局振込の他、昨年度よりクレジット決済が使
えるようになりました。お忙しい中、郵便局に出向く手間が省けますので、是非活用をご検討ください。一度ご登録
いただきますと都度の登録は不要となります。本協会ではクレジットカード情報管理は一切行わず、
会費ペイ（メタッ
プスペイメント）に委託し、会費ペイのシステムを利用しています。退会時には事務局経由で情報抹消手続きをいた
しますので、安心してご利用いただくことが可能です。詳しくは、同封のご案内にて確認をお願いいたします。

会費登録に変更のある皆様へ
住所変更・勤務先変更等のある方は、必ず「変更届」のご提出をお願いいたします。
提出いただけない場合には、郵便物等お届けできなくなってしまいます。
また、勤務先が変更になった場合、支部が変わることがありますので、その都度変更届の提出をお願いい
たします。必要事項を記入いただき、ＦＡＸ送信いただくか、事務局までお問合せください。
一社）群馬県介護支援専門員協会事務局（群馬県社会福祉協議会

TEL 027－255－6226


編 集
後 記
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地域福祉課内）

FAX 027－255－6173
事務担当

新井

今回のケアマネ群馬「会報№ 119」は如何でしたか？編集作業中はちょうど、新型コロナ
ウイルスの感染拡大に伴い、大きなイベントや各種研修等が中止に追い込まれておりました。
今年度は、オリンピックもそうですが、第 17 回ケアマネジメント群馬フォーラムに加え、
日本協会全国大会 in とちぎも開催されます。みんなで盛り上げたく、事態の終息を祈るばか
りです。
（S）

