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群馬県介護支援専門員協会では、研修のオンライン化への取り組みとして、協会内の委員会や各
支部の会議や研修などを対象にZoomライセンスの貸し出しを始めました。委員会や各支部での会議、
当協会主催のオンライン研修開催の際に活用していただくことを目的としています。オンライン研
修に参加できる人数は研修会等の運営スタッフも含め最大300名まで利用できるアカウントとなっ
ています。

また、会員の皆様向けにメールアドレス登録のお願いをしております。これは、研修案内を迅速
に皆様にお伝えすることができるようになることと、各種研修申込についても、これまでのような
FAXでの申込ではなく、メールを活用し申込用URLをお知らせすることで、研修申込がオンライ
ン上で出来るようになります。PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからも申込が可能と
なります。メールアドレス登録については、いわゆるキャリアメールのアドレス（docomo、au、
Softbankなどの携帯電話会社のメールアドレス）をご使用になる場合は、ドメイン受信設定を行っ
ていただく必要があります。可能であれば、GoogleやYahoo、Outlookなどフリーメールのアド
レスを取得し登録いただいた方が、メールが届かないなどのトラブルが防止できます。

新型コロナウイルス感染拡大が収束した後もオンライン研修の機会などは増えることが予測され
ます。会員の皆様には、この機会に是非、メールアドレスの登録をお願いいたします。

Zoomアカウントの貸し出しやメールアドレスの登録は、当協会ホームページ「事務局より」か
らオンライン手続きが行えますので、是非、こちらもご活用下さい。

じゃんけんぽん地域生活支援室　須田　和也

研修のオンライン化について研修のオンライン化について
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令和３年８月28日・29日の二日間に渡り、日本介護支援専門員協会　全国大会 in 山口が「対
人援助の本質を問う！」～「原点回帰」2040年を見据えたケアマネジメントとは～をテーマに
開催された。今回、新型コロナウイルス感染症拡大による、オンライン開催となり、ホスト県で
ある山口県、広島県、島根県、岡山県の大会実行委員の皆さんの苦労はいかばかりであったかと
思うと同時に、47都道府県全てからの参加や総勢1050名に登る参加があった事は、オンライン
ならではだったと感じる。今後の全国大会の新たな形が示されたと思う。現地に行き、直接の交
流を図る事も楽しみでもあり、学びを肌で感じる素晴らしい機会だと思うが、オンラインだから
こそ参加できる人もいたと思う。また今回４分科会が開催されたが、当日の配信は第１分科会のみ。
その他の分科会については、後日配信となるため、今までのように「あちらの発表もこちらの発
表も気になるが、見られない…」事が解消され、非常に得をした気分であった。

大会一日目。基調講演は厚生労働省老健局　認知症施策・地域介護推進課　課長　笹子宗一郎
氏による「居宅介護支援を巡る最近の動き」と題し、社会保障の持続の課題に向け、我々ケアマ
ネジャーが取り組むべき課題が示された。社会保障の持続の為にも我々ケアマネジャーには、科
学的根拠を持つ事、ソーシャルワークの視点が益々求められている事を感じた。ヤングケアラー
の支援についても触れられており、その中で「福祉機関の専門職から「介護力」とみなされ、サー
ビス利用調整が行われるケースがある」家族介護において、子供を「介護力」として検討した事
はないだろうか、今一度子供や孫の存在を自分自身がどうとらえているか、振り返らなければな
らないと感じた。

大会二日目。教育講演は一般社団法人　広島県介護支援専門員協会　会長　落久保裕之氏によ
る「医療・介護連携によるベストエフォート型ケアマネジメントの構築」と題し、適切なケアマ
ネジメントの手引きの根拠や考え方、取り組み方等の解説と今後の展望が語られた。生活上の課題、
社会の課題について、ケアの方向性と必要な社会資源の組み合わせを考え抜き、提案し調整する
事が求められている事を実感すると共に、その環境を整える為に尽力してくれている人々の存在
を知り、協会員として自分にできる事を実行していかなければと強く感じた二日間であった。願
わくは、来年の宮崎では現地で多くの仲間と直接会って学びたいと思った。

居宅介護支援事業所ほすぴすケア　　 新井　薫

一般社団法人　日本介護支援専門員協会
全国大会in山口　参加報告
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令和３年８月28日・29日、第15回日本介護支援専門員協会全国大会in山口、大会テーマは『対
人援助の本質を問う！』～「原点回帰」2040年を見据えたケマネジメントとは～において、
Webによるオンラインで参加した。

大会一日目、記念講演は、日本女子大学名誉教授 渡部律子氏により、「20年後ケアマネジャー
は無くてはならない職業として存在しているか？」「対人援助の本質とは？」という問いかけから
始まり、ケアマネジャーに必要な対人援助職の基盤を振り返った。自分自身のバイアスなどを理
解し自己覚知することや話しやすさだけでなく利用者を多面的に捉え、強みを引き出す面接力、
分野を問わずあらゆる教養を身につけ上手に使う力、社会資源を調達でき交渉する力などであり、
そして自分に必要な新たな学びに対するモチベーションとその学びを実行する力と示された。中
でもアセスメント力は重要であり、相談援助面接における「聴く」ということ、そのものが援助
になることを再認識する機会となった。

シンポジウムにおいては、「あと一歩前に進むために」シンポジストがさまざまな経験から、ケ
アマネジャーへの期待や業務の広がりによって、やりがいが押しつぶされてしまいそうなとき、
どのように再燃し成長できたかという発表であった。それぞれの発表に共通することは、さまざ
まな思いを乗り越えるときに言語化するということであった。仲間との事例検討やスーパ－ビジョ
ンを受けることにより謙虚な気持ちで自己覚知し、次に何をするのか、活かしていくことがとて
も大切だと感じた。

大会二日目、分科会においては、さらに「対人援助の本質を深める」というテーマの第１分科
会に参加した。自己の裁量を知り、効果的に対人援助を実践できるさまざまな仕組みの構築につ
いて、あらゆる研究方法によりエビデンスを追求する発表であった。私たちの専門とする業務が
科学化し、社会へアカウンタビリティを果たす時期が来ていると実感し、そのためには、今後の
日本介護支援専門員協会の活動予定にもある、新たな職域への取り組みや生涯学習体系研修、認
証制度なども活かし、更なる学びの蓄積が必要になることを実感した全国大会であった。

伊勢崎市地域包括支援センター東　　 中島　麻衣子

第15回 一般社団法人 日本介護支援専門員協会
全国大会in山口　参加報告
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日本介護支援専門員協会活動報告と日本介護支援専門員協会活動報告と
入会のお誘い入会のお誘い

日本介護支援専門員協会群馬県支部　代議員　　 須田　和也

日本介護支援専門員協会は、介護支援専門員個人を会員とする職能団体であり、令和３年３月
31日現在、全国で31,526名の方が入会されています。

主な活動内容としては、①社会的地位向上のための取り組みとして、社会保障審議会等の公的
会議への委員派遣、②介護報酬改定に関する提言及び要望活動・意見表明、③全国大会や全国11
ブロックの各種研修会の開催や広報活動、調査研究となっています。

また、日本介護支援専門員協会ホームページ会員専用ページでは、令和３年度版の居宅介護支
援事業所モデル契約書なども掲載しており、私たち介護支援専門員の業務支援なども行っています。

今後の活動は、①介護支援専門員の業務実態等を客観的なデータを分析、資料を関係各機関に
提供できるシンクタンク機関の創設、②介護離職に悩む企業や家族介護者を支援し、介護と労働
の両立を支援するワークサポートケアマネジャーの創設、③職能団体として、経験年数に応じて
受講できる生涯学習体系研修と認証制度の創設など予定されています。

群馬県内の会員の皆様も、全国大会や北関東ブロック（群馬・茨城・栃木）研修会などに参加
することにより、他県での介護支援専門員の先進的な取り組みを知ることができ、専門職として
の資質向上を図れることや、また、全国の会員の皆さんと交流することでネットワークを広げる
ことができます。特にコロナ渦以降、研修会参加についてオンライン化が進み、他県へ移動しな
くてもZoomなどオンラインツールを使用して研修会に参加することができるようになっています。

日本介護支援専門員協会へまだ入会されていない会員の皆様、是非、入会頂き、全国で開催さ
れている研修会への参加や他県の介護支援専門員の皆さんと交流する機会を持ってみませんか？
またワークサポートケアマネジャーや生涯学習体系研修などに参加し、新たなチャレンジを初め
てみませんか？年度途中でも入会は可能ですので、入会ご希望の方は当協会事務局までお問い合
わせ下さい。皆様の入会をお待ちしております。
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2022年２月26日土曜日午後３時から完全リモート
（Zoomによるリアルタイムウェビナー方式の予定）で開催予定！

2021年度第17回ケアマネフォーラム2021年度第17回ケアマネフォーラム

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
ケアマネフォーラム大会長兼実行委員長

　　 菅野　圭一

第17回ケアマネフォーラムは、「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－燃え尽きて心身を壊さないために－」というテーマで、僕が大会長として2020年
７月４日開催予定で準備しました（会場も抑え、メイン講師や分科会の担当者も２月末の段階で
ほぼ決まっている状況）。しかし、皆様御存知のように2020年１月からのコロナ禍により、４月
の理事会において無期限延期の決定をさせていただきました。

その後2021年になってもコロナ禍はおさまるどころか、δ変異株の出現により勢いを増して
きました。期待できるのはワクチン接種ですが、これも100％の予防効果があるわけではなく、
閉所に大勢が１か所に集まる場合の感染リスクは今後も大きく変わらないでしょう。せいぜい２-
３年後に季節性インフルエンザ並みになればよしとすべきかもしれません。

しかしこのような状況だからこそ、今年度は第17回ケアマネフォーラムを2022年２月26日
土曜日に開催したいと思います（午後３時から６時30分）。形式は、メイン講師の講演後、シン
ポジストによる討論を考えています。そして、感染リスクを最小限にするため、講師、シンポジ
スト、主催者、参加者がすべて異なる場所から参加する、完全リモート形式（Zoom によるリア
ルタイムウェビナー方式、つまり参加者の皆さんは講演などを聞きながら思いついたことをチャッ
トの書き込みにより自由に質問できる双方向形式）で試行しようと思います。今回の経験が、来
年度以降のフォーラム開催の礎になればと考えてのことでもあります。

肝心ことを忘れていました。メイン講師は僧侶でありケアマネジャーでもある栃木県の会長の
大山典昭氏、そしてシンポジウムは大山氏に茨城県会長（予定）と群馬県の大澤会長を交えて、
北関東ブロックの３人で講演後に感じたことなどを自由に話し合っていただくライブ形式で行い
ます（日本協会北関東ブロック研修会も兼ねている関係で途中日本協会の説明があります）。

申し込み方法などの詳細は後日郵送させていただきます。皆さん奮ってご参加ください。
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理 事 会・委 員 会 報 告理 事 会・委 員 会 報 告
理 事 会

学術研修委員長　菅野　圭一
　最近（原稿執筆時の８月末現在）δ変異株の影響でコロナ禍はかつてない状況となっています。せ
めてもの救いはワクチン接種がある程度進んでいることです。今後も接種に励みたいと思います。さて、
今年度はケアマネフォーラム以外にもWEBでの研修会を考えていますが、まずはケアプランチェック
アドバイザーに関して、希望する市町村の関係者対象に研修会を開催する予定です。さらに、施設ケ
アマネさん対象の研修会も考えています。みなさん、頑張ってどうにかこの状況を乗り越えていきましょ
う！なおケアマネフォーラムの日程は2022年２月26日の土曜日（午後３時頃から３時間30分）を
考えておりますので、皆様是非都合をつけてご参加ください。

学 術 研 修 委 員 会

広報情報委員長　松本　勝美
　ケアマネ群馬122号・123号を発行しました。今年度はコロナ禍であってもリモートでの会議や研修
が開催され、少しずつではありますが新しい生活様式の中での活動が活発になってきていることを感じ
ております。その活動を会員の皆様に情報提供していけるようしっかりと取り組んでまいります。
　ホームページもバージョンアップしておりますので是非ご覧になってください。
　会員の皆様に原稿のご依頼をさせて頂く機会も再開してきますので、ぜひとも快くお引き受けして頂
きますよう心よりお願い申しあげます。

広 報 情 報 委 員 会

総務財政委員長　坂井　崇
今年度より総務財政委員長を拝命いたしました。昨年度、感染症の影響により準備を整えておりまし

た研修、フォーラムを軒並み中止にせざるを得ない状況となり会員交流や親睦、学びの機会が著しく減
る困難な状況下でも引き続き協会員であり続けてくださる皆様への感謝の念に堪えません。終息までの間、
オンラインを有効活用し協会を退会せずに良かったとお感じ頂ける具体的な企画を各委員会と協力し実
施して参ります。協会は皆様のものです。是非、協会の活動や、行ってほしい企画、勉強会等、率直な
ご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

総 務 財 政 委 員 会

会長　大澤　誠
医療介護従事者ワクチンの優先接種について、市町村による判断基準を求められている中、ケアマ

ネジャーの職能団体として、当協会が県知事へ要望書を提出するとともに、各支部が行政に対して要
望書を出しやすいように、そのひな型をつくった。

ケアプラン点検支援アドバイザー派遣について、令和３年度は依頼が20ヶ所に増えたため、アドバ
イザーも当協会から３名増員した。既にオリエンテーションも開催されている。

令和３年度 介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ・Ⅱについては、すべてオンライン演習による研修とな
り開催されている。当協会員より講師・ファシリテ―ターの推薦を増員した。現在、当協会の専門研
修のかかわり方についても模索中である。

今後、群馬・栃木・茨城の三県合同による北関東ブロック活動としての災害支援や各種研修、また、ワー
クサポートケアマネジャーの養成、生涯学習体系研修・認証制度など日本介護支援専門員協会の活動
を踏まえ、足並みを揃えていくことも今後の課題と言える。
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桐生支部では、本年４月17日（土）に、「Zoomを活用した研修
会参加のための初歩・体験的講座」を在宅医療介護連携センターき
りゅう・管理者：小川 貴之 氏を講師に、研修を開催したことを契
機に、支部役員会も総会以後、県協会より、Zoomアカウントの空
き状況を確認しながら、オンラインを用いて活動しております。

今年度の予定では、Zoom活用の復習研修や研修活動を続けてい
きます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点はもちろん、今後
の各種研修についてもオンライン研修への参加促進、ICTに慣れる
ことから始め、10月には研修を企画しております。

顔の見える関係について、新しい「カタチ」の活用が、今後のケ
アマネジャーとしての在り方、ひいては多職種連携、業務効率化に
向かっていくと思います。新たなライフスタイルへ適応するための、
今が私たちケアマネジャーにとっても過渡期だと思っています。

Zoomライセンス使用については、県協会のホームページからガイドラインと利用申請ができるよ
うになっています。　http://caremane-gunma.com/office/　

（一般社団法人 桐生市医師会 居宅介護支援事業所きりゅう　佐瀬　学）

富岡甘楽支部では、８/23～９/３第１回ACP勉強
会を行いました。ACP の総括的な理論について、
DNARプロトコルについて等３名の講師の方に説明し
て頂き、YouTubeで配信しました。とても見やすい
映像に編集され、ACPやDNARの基礎知識について
学ぶことができました。この研修は、ACPやDNAR
についての基礎知識や地域での課題を知る事、医療と
介護が連携した地域を目指し、役割や立場を知る事、
意思決定支援や看取りについての知識を深め、利用者
様・ご家族に寄り添った支援を行えるスキルを身につ
ける事を目的に、８月から来年３月まで計５回行う予定になっています。

また支部が20周年を迎えるため、来年２月に20周年記念事業を行う予
定です。コロナ禍でのイベントのため、元気が出るような内容にしたいと
準備を進めています。コロナ禍でも充実した研修が行えるよう、支部長を
中心に取り組んでいきたいと思います。

 （下仁田町社会福祉協議会　小金澤　葉子）

支 部 情 報支 部 情 報
桐生支部（ケアマネわたらせの会）

富岡甘楽支部
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　なかなか終息しないコロナ禍。自宅へ訪問をするのを躊躇する事もありますが、家族の訪
問や外出も減り、交流が減っている高齢者宅では、話を聞く時間も長くなりがちです。リモー
トでの研修が増え、面会もリモートが増えてきても、直接触れる事は無くても直接顔を見る
事ができる事は喜びなのだと感じています。 （Ｉ）

編
後
集
記

コラム

「こむら」とは「ふくらはぎ」を指します。ふくらはぎ（腓腹筋）に起きる筋肉のけいれんの総称で基本
的には病気ではありません。（病気により起こることはありますが…）
○なぜ寝ているときにおきるのでしょうか？

 50歳以上ではほぼ全員が一度は経験し、60歳以上の６％が毎晩発生していると言われます。ミネラルバ
ランスの乱れ、血行不良、筋力低下、体温低下、眠る姿勢や環境、水分不足、等が原因です。

○ 予防するには、運動前のウォーミングアップ、運動前後のストレッチ、ミネラル補給（カリウム、カルシ
ウム、マグネシウム）、水分補給（特に寝る前の水分補給、但しお酒やコーヒーには利尿効果があります
ので取り過ぎに注意）、体温低下の予防（寒暖差にも注意）、寝る時の姿勢（あおむけで重いふとんを使用
しない）、適度な運動（筋力の低下を予防）などです。

○もし発生したときの対処法
つま先を手前に引き寄せて、ふくらはぎ（腓腹筋）をゆっくり伸ばしてあげます。
緊張が和らいだら筋肉を温めたり、軽くマッサージするのもよいでしょう。
漢方薬の芍

しゃく

薬
やく

甘
かん

草
ぞう

湯
とう

は速効性があって有用です。（薬局で販売しています。）
○ コロナ禍での運動不足や、秋・冬と気温の下がる季節を迎え「こむら返り」の発生も増加してきます。安

眠を手に入れるために、できることから是非、試してみてください。もし、あまりにも酷い時には、かか
りつけ医に相談してみることもよいでしょう。　 （基礎資格：理学療法士　Ｍ）

「こむら返り」（足がつる）誰もが経験ありますよね。

事務局からのお願い

会員の皆様には日頃より本会の運営に関しましてご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
さて、令和３年度会費の納入はお済みでしょうか。本会は会員の皆様の会費により運営いたしております。会費

納入にご協力の程を、よろしくお願いいたします。また、本会では会員の皆様に会報や研修会のご案内をお送りし
ております。これらのご案内は次号から会費を納入下さった方のみに限定させていただきます。なお、これ以後は
会費納入の確認ができ次第ご案内をお送りする予定です。未納の方には、振込用紙と＜クレジットカードを使用し
た会費納入方法のご案内＞を同封いたしましたので、ご活用下さい。また、ご不明なこと等がございましたら、事
務局までご連絡ください。

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　地域福祉課内)

TEL 027-255-6226　   FAX 027-255-6173
事務担当：新井

令和３年度会費の納入はお済みでしょうか
再度ご確認をよろしくお願いいたします。
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