
発行：一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会　事務局：群馬県社会福祉総合センター内　〒371-8525前橋市新前橋町13-12　
TEL 027-255-6226　FAX 027-255-6173　E-mail: cmg-gunma@dan.wind.ne.jp　http://caremane-gunma.com/

広報での予告通り、令和４年２月26日土曜日午後3時から、完全リ

モート形式（Zoomによるウェビナー方式ですが、チャットとQ＆Aへ

の書き込みにより双方向形式を実現）で開催させていただきました。

思い起こせば2011年に第８回ケアマネフォーラム（高山村の群馬

パース福祉専門学校で開催、結構高評価をいただきました）から10年

ぶりの大会長で、あの頃は会場の盛り上がりが直接感じられ大満足で

終わらせていただきました。しかし、今回は（前回もそれまでのフォー

ラムとは多少趣向を変えて行いましたが）全く初めての開催形式で、当日までどうなることかと心

配で毎日を過ごしてきました。

さらに今回は名ばかりの大会長（言い訳すると2022年１月に前の職場から今の職場に転職して

あまり余裕がありませんでした）で、実際の講演者への根回しはすべて松沢副会長、参加登録など

膨大な事務手続きは事務局の新井さん、そして当日の運営は須田理事に完全に丸投げ状態でした。

結局大会長兼実行委員長の仕事（？）でまともに行ったのは、事前の基本的な開催形式のアイデア

提出と当日のチャットの盛り上げ役だけでした。ですので、今回の成功の立役者はまさしく松沢、

新井、須田の３名の方々です。本当にありがとうございました。

さて、当日の参加者は約120名（期待は200名でしたのでちょっと寂しい？）の方々のリアクショ

ン（特に表情）が全く見られず（チャットで「読む」ことはできましたが）やっぱり「みんなちゃ

んと聴いているのかな？」と不安な気持ちになりました。しかし、後日「参加して良かった」と何

人かの方にお褒めいただき、今では胸をなでおろしています。

今後もコロナ禍の先は見えませんが、来年度もケアマネ協会として精一杯「参加して良かった」

と言われるフォーラムを目指しますので、皆様是非またご参加ください。（今のところ次回も同様の

形式で行う方向で話し合われています。）

第17回ケアマネジメント群馬フォーラムに
関しての報告

群馬県介護支援専門員連絡協議会　大会長兼実行委員長　菅野 圭一 
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「人が人を支えること、「人が人を支えること、
人と人が支え合うことの価値」を受講して人と人が支え合うことの価値」を受講して

大山先生のお話を伺ってから、毎日のように先生がお話下さったことを思い出し、考えている自分

がおります。お話の最初に「どんな気持ちで今日の『朝』を迎えられましたか？」との問いかけがあ

りました。これまでに考えもしなかったことで大変驚きました。しかし、このことはこれから私が、

人を支援していく仕事を続けていく上での目標となりました。ご縁があり担当となった利用者様に、「良

い朝」「幸せな朝」「今日も頑張ろう」と思える朝を迎えていただく支援をするということです。この

ためには、私自身が、自分の時間や生活を大切にしていないと利用者様を大切にできないと、考えるきっ

かけとなりました。ケアマネとして利用者様を支援させていただいてきましたが、失敗も多くあります。

この失敗は、私を支援者として成長させ、別の方の支援にいかされています。これまで、多くの利用

者様に教えられ育てられてきた私という存在に改めて気づかされました。最後に大山先生から「人と

していかなる人生も尊い」とのお話がありました。すべての人に垣根を作らず思いやり、共に生きる

という思いを仕事と私の生活に活かし、知識・技術・価値の調和の取れた支援者となれるよう努めて

いきたいと思っています。

この事業は、群馬県社会福祉協議会福祉振興基金補助金の補助を受けて実施します。

社協松井田支所在宅介護事業センター　塩谷　早苗

教育講演
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シンポジウムのテーマは「コロナ禍とケアマネジメント」でした。
病院のＭＳＷからは「転院先の確保が困難になり、日々のベッドコントロールに苦慮している」「経

済的な不安定が医療費の支払いを困難にし、そして困窮が医療へのアクセスを阻害して重症化や手遅
れを招いている」等の事例が紹介されました。患者との面談回数を増やしたり、定期的にケアマネ
ジャーからの連携シートと現状を比較し、リハビリ等の計画を修正するなどして対応しているとのこ
とでした。

ケアマネジャーからは「病院を退院になるが面会ができないため、現在の身心の様子がどうなって
いるのか不安」を感じている。以前は病院で直接面会ができたため、書面等の情報とは別に直接会っ
て顔色や表情、身体状況、声色などで実感したことを、サービス提供事業所と共有しながら退院準備
をしていた。しかし、コロナ禍では面会が叶わないため、限られた情報の中でどのように対応するの
かを問われ続けている。特に退院時の支援ではMSWとの連携、家族や関係職種との連携は重要で、
電話、書面などで収集できる情報を正確に読み取り、多職種と連携して準備をする重要性を改めて考
える場になっている。また、在宅ワークの導入や、感染が疑われる利用者の訪問に備えて防護服など
の準備をするなど事業所での取り組みも紹介されました。

今回のシンポジウムでは、それぞれの立場から現状や工夫していることを伺うことで共感すること
ができ、大変参考になりました。

前橋市社会福祉協議会　淡路　悟

今回のシンポジウムでは医師、医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャーそれぞれの立場からコロ
ナウイスルをテーマにご講演して頂きました。病院ではコロナ前と後で経済や家族の相談が増えてい
るそうです。また、コロナ禍によりミニデイや公民館活動もできなくなっており今まで問題のなかっ
た高齢者も思っている以上にフレイルが進んでいて転倒による骨折や硬膜下血腫が増えているそうで
す。ケアマネの業務も一変しました。施設でのモニタリングの制限、まん延防止で止まるサービス、
研修も対面ではできなくなってしまいウェブで行われることが多くなりました。

コロナウイスルが流行りだしてもう２年になります。最初の頃は市内に感染者が出ただけでその地
域には近づかない方が良いと話しをよく聞きました。現在は県内で感染者が1,000人を超え、伊勢崎
市内でも連日100人を超える日が続いています。自分の近くの病院や施設から濃厚接触者が出たとい
う連絡が頻繁に入ってきており、自分の事業所にもいつ来るか分からないという緊張感が毎日ありま
す。赤萩先生がおっしゃるにはコロナウイスルは消えないで変化を繰り返すのではないかとの事。

エッセンシャルワーカーは命や暮らしを支える職業。そこに価値を見出し命を守る。暮らしとは人
生を背負っている。とても重たい使命ですが、心に余裕を持ち生活にメリハリを付ける事がとても大
切で趣味で息抜きをする事も良いと教えて頂きました。

　ケアプランかしま　木暮　俊輔

シンポジウムシンポジウム
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後援団体
群馬県 ／ 群馬県社会福祉協議会 ／ 群馬県医師会 ／ 群馬県歯科医師会 ／ 群馬県看護協会
群馬県理学療法士協会 ／ 群馬県作業療法士会 ／ 群馬県薬剤師会 ／ 群馬県老人保健施設協会
群馬県老人福祉施設協議会 ／ 群馬県柔道整復師会 ／ 群馬県介護福祉士会 ／ 群馬県社会福祉士会
群馬県訪問看護ステーション連絡協議会 ／ 群馬県鍼灸師会 ／ 群馬県栄養士会
群馬県歯科衛生士会 ／ 群馬県言語聴覚士会 ／ 群馬県ホームヘルパー協議会
群馬県地域密着型サービス連絡協議会 ／ 認知症の人と家族の会群馬県支部
群馬県医療ソーシャルワーカー協会 ／ 群馬県在宅療養支援診療所連絡会 ／ 上毛新聞社
朝日新聞社前橋総局 ／ 読売新聞東京本社前橋支局 ／ 毎日新聞前橋支局 ／ 群馬テレビ ／ ＦＭぐんま

令和３年度令和３年度
ケアマネジメント群馬フォーラム 兼 北関東ブロック研修会ケアマネジメント群馬フォーラム 兼 北関東ブロック研修会

後援団体の紹介後援団体の紹介

いつもながら能本常任理事の活動報告は大変力強く、日本協会が我々介護支援専門員の権益を守り、
社会的地位の向上に向けて様々な活動をしていることがひしひしと伝わってきました。

今回の報告では、新型コロナウイルス感染拡大予防のための措置として、通常の居宅介護支援にか
かるルールの弾力運用（利用者の居宅訪問ができなくても減算なし、ケアマネ一人当たりの担当件数
が40件を超えてもOK、サービス担当者会議もメールでOK、特定事業所集中減算もなし、退院退所
加算もメールでOKなど）が説明されましたが、政府や厚労省が自前で考えて下した措置ではなく、
日本協会が交渉の末に認めさせた措置であること、それは日本協会という組織が全国の会員たちの声
を届けた結果であり、当然その声は会員数に比例して大きくも小さくもなるものであること、ゆえに
一人でも多くのケアマネジャーに入会していただきたいことなどが伝えられました。

また、日本協会では設立時から「介護支援専門員を国家資格化して社会的地位を向上させよう」と
いう目標を掲げてきましたが、昨年の通常国会での野党の代表質問に対する政府答弁によって、すで
に介護支援専門員が国家資格であることが判明しました。私たちの多くはその認識を持つこともあり
ませんでしたし、社会的地位や世間からの見られ方に特段の変化もなかったことから、国家資格化す
ることが社会的地位の向上には欠かせないとした日本協会の従来の主張は的を射ていなかったことが
明白にはなりました。しかしながら、国家資格である介護支援専門員の社会的地位の向上には、今後

の日本協会の活動のさらなる深化とそれを支える組織率の向
上、組織の協力が欠かせません。30分という短い時間に込
めた、能本常任理事の熱いメッセージを耳にした一人でも多
くのケアマネさんが日本協会に入会してくれることが、今回
の協会活動報告に対する最大の謝辞になることと思います。

群馬県協会　副会長　松沢　斉

能本 守康 常任理事による日本介護支援専門員協会活動報告

後援ありがとうございました
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新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今回初めての試みとして、オンラインでのライブ配信で開催
をさせていただきました。

本来であれば、会場に足をお運びいただき、みなさまと直接お会いし、20周年のお祝いを一緒に
したかったというのが本音ですが、群馬県介護支援専門協会会員さん、県内の医療機関や福祉関係従
事者の方々にご参加いただき、記念事業を開催させていただくことが出来ましたことに、感謝、申し
上げます。

当支部は、2001年４月22日に設立をし、現在の会員数は、116名、運営委員11名で活動をして
おります。

この20年という時を経て、ケアマネジャーが地域において、福祉や介護の役割を担い、「ケアマネ
ジャー」という存在を、地域の方の近くに感じていただけるようになったのではないでしょうか。こ
れもひとえに、会員のみなさま、地域の医療機関や福祉関係従事者のみなさまが、日々の業務の中で、
地域での連携を意識し、大切にしながら、ご利用者様やご家族と関わりを持たれているからだと思っ
ております。

支部では、運営委員を中心とし、みなさまへの情報提供やスキルアップにつながる研修の企画・開
催をさせていただき、また、行政や他機関との連携を意識した活動をさせていただいております。こ
の２年間は、オンラインやYouTubeを活用した研修を試行錯誤しながら実施しており、毎回大勢の
みなさまにご参加・ご視聴していただいております。

今回は「カラフルな歳の重ね方　多様性、みんな違ってみんないい」というテーマで、研修をさせ
ていただきました。

基調講演では、富岡地域医療企業団・公立七日市病院・看護マネジャー・老人看護専門看護師　齊
田綾子氏に「老年期の特徴」についてご講演をいただきました。老年期の特徴の理解を深める事が出来、
生きがいややりがいを持ちながら、歳を重ねても様々な人生観や価値観を大切にしていくことの重要
性を学ぶ事が出来ました。

次に、「カラフルな歳の重ね方」を、インタビュー形式で、地域との関わりやご自分の人生を楽し
まれている、パワフルな３人の「人生の達人」からお話をお伺いしました。高齢者は、「今日行くと
今日用」つまり「今日行く場所と今日用があること」というキーワードが出来てきました。私自身も
心に止めておきたいと思いました。

最後に、ぐんま観光特使あかぎ団リーダーで認知症アンバサダーの磯干彩香さんより応援メッセー
ジを頂戴しました。明るく、元気な磯干さんの笑顔に癒され、最後を締めくくっていただきました。

途中、支部の事業所の会員さんの「とびきりの笑顔」の動画を流しました。今は、みなさんとお会
い出来ない日々が続いておりますので、久しぶりにみなさんの笑顔が見られてとても嬉しい気持ちに
なりました。

業務やプライベートでもまだまだ厳しい状況が続きますが、またいつか笑顔でお会いできる日を楽
しみにしております。

社会福祉法人　富岡市社会福祉協議会　　　

救護施設　妙義白雲寮　萩原　敦子　

カラフルな歳の重ね方カラフルな歳の重ね方
多様性、みんな違ってみんないい多様性、みんな違ってみんないい
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20周年記念事業を通じて20周年記念事業を通じて

富岡・甘楽支部20周年記念事業富岡・甘楽支部20周年記念事業

この2年で、オンライン研修もすっかり当たり前になってきた。主催する側からの視点からも、
研修中参加者からのヘルプが事務局に一つもなかったことがそれを裏付けている。

研修のテーマ、人生の多様性を考えたとき、内容を作りながら日本独特の時代を客観視でき、
多様性という言葉を歴史とともに考えさせられた。

20世紀は工業生産の拡大が経済成長をけん引し、個人は良き組織人・会社人間として、個性よ
りも協調性が求められた。それが21世紀に入ると個人は組織や社会に多くを依存するより、自ら
の意志と責任に基づいて多様な選択を行うようになってきた。

また、人生100年時代を迎え、定年という概念も年功序列のしきたりも薄れる中、働く高齢者
が増えてきた。経済一辺倒の働き方ではなく、自己実現や社会参加、人とのふれあいなど日常生
活の一環として、多くの人はその一生で複数の仕事や役割を果たすようになった。今後、より多
くの個人は複数の役割を掛け持ちすることが当然になり、多様な価値観をもった個人が柔軟な生
き方を指向するようになるだろう。

今回講師を含め参加してくださった皆様からはパワーと柔らかさを感じることができた。それ
は人には言えない努力と経験、生き抜く力と、広い視野で人生を俯瞰し柔軟に物事を乗り越える
スキルが溢れ出ていたから。

介護の世界において非言語コミュニケーションは質の低下にもつながってしまう。近い将来ま
た皆が顔を会わせ、人生の先輩方と直に語り合える日が来ることを願ってやまない。

妙義会居宅介護支援事業所　中山　智則

『光陰矢のごとし』支部設立から早20年。つい先日のようですが20年も経ちました。超高齢化
社会を見据えて出来た資格も現代社会には無くてはならない資格と位置づけられたと思います。

本来盛大に集合型で開催したい今大会でしたが感染状況をみながらのリモート開催。それでも
たくさんの方が参加されました。今回私は企画運営段階から関わらせていただき、支部のみなさ
んとのつながりを強く感じました。私自身はアナログ世代で文明の利器に触れ思わぬ良い刺激と
勉強をさせてもらったところでもあります。

　研修に参加して印象深い言葉を講師の斉田様からいただきました。「様々な苦難を乗り越えな
おも発達する高齢者。培った知識や言葉を話す表現能力、理解力、洞察力は向上する。」は老いの
マイナスイメージを転換させる一言でした。人生の達人たち（といってもまだまだお若い）の表情、
瞳の輝きはいつまで経っても現役。いつまで経っても笑顔でいられる。笑顔の連鎖を生む関わり
方に触れました。

住み慣れた地域で本人らしい生活を営んでゆくには、機械的なサービスの割り振りではなく、
本人のスタイルに合った支援が必要だと改めて感じました。
さらに欲張れば、本人自身が「おっ」「ほおー」と感情が揺
れ動くきっかけとなる場作りの大切さが今回の研修のヒント
であったと深く思います。

自分も何かしらの一助になれればと願いつつ。支部の発展
を願います。

西毛病院　佐藤　正彦

『カラフルな歳の重ね方～多様性・みんな違ってみんないい～』に参加して。
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ケアマネ親睦交流会の報告・ご案内ケアマネ親睦交流会の報告・ご案内

ケアプランチェックアドバイザー派遣報告・オンライン意見交換会開催報告ケアプランチェックアドバイザー派遣報告・オンライン意見交換会開催報告

総務財政委員会では、昨今の状況下においては直接集まって懇親が図れない中、ケアマネジャー
の皆様もオンライン環境に慣れてきていることから仕事終わりにリラックスした環境下で悩みや
課題を話し合ってみようという企画を立て12月６日、Zoomを使用したケアマネ親睦交流会を実
施いたしました。企画のご案内は群馬県介護支援専門員協会のメール配信サービス及びホームペー
ジ上へ掲載させていただきました。メール配信サービスは最新情報の他、このような企画のご案
内をさせていただきますので、興味のある方、未登録の方は是非登録宜しくお願いします。当日
夜の７時から行いましたが13名のご参加をいただき、ブレイクアウトセッションでは、お一人で
居宅介護支援事業所を経営されていたり、どなたにも相談や愚痴ることが難しい環境に置かれて
いる方も入られました。またこの仕事を続ける自信がない、辞めたいなど切実な悩みについて吐
露される方もいらっしゃいました。参加者の感想として勉強会ではない“ゆる～い”感じで悩み
を聞いてもらうこと、互いに励まし合う事によって最後は明るく満たされたという発言も聞かれ、
また参加したいというご意見が大半であったように思います。方向性は手探りではありますが、
最初の一歩を踏み出しましたので、次の一歩も確実に前へ、また施設ケアマネジャーさん向けの
交流会等も企画し、皆様に実感いただける有益な活動を実施できるよう努めてゆきたいと思います。

総務財政委員会　委員長　坂井　崇

２月17日に本年度群馬県から受託している「ケアプラン点検アドバイザー派遣事業」の報告、
また、各市町村担当者との意見交換を目的に、「ケアプランチェックアドバイザー派遣報告・オン
ライン意見交換会を開催しました。

当日は９町村12名の担当の方にご参加頂き、アドバイザーとして派遣した際にどのようなこと
を行ったかなど報告後、各市町村担当者の方と意見交換を行いました。

本事業の本年度の実績としてケアプラン点検支援アドバイザー派遣は、群馬県内６市町村に対
して延べ16回行いました。

この会の中で、特に強調したことは、市町村のケアプラン点検は単に行政から指導的に行うの
ではなく、ケアプラン作成に際して介護支援専門員に気づきを与えたり、ケアプラン点検を通じ
て市町村内の地域の介護支援専門員と顔の見える関係づくりを行えたりすること、さらには、各
市町村と地域の介護支援専門員が連携協働する中で、それぞれの地域で「よりよい地域づくり」
を行えることを説明しました。

もちろん、ケアプラン点検は、適切なケアマネジメントプロセスに基づきケアプラン作成が必
要となりますが、それだけでなく、「地域づくり」に資するためにもこの事業を来年度以降も利用
して頂きたいと考えております。

当協会としては、各市町村の介護支援専門員の資質
向上のための取り組みと、各市町村における介護支援
専門員の連携協働ができるよう引き続き取り組んで行
く予定です。会員の皆様も是非、ご理解ご協力を頂き
たいと考えております。

じゃんけんぽん地域生活支援室　須田　和也
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介護関係職種のための介護関係職種のための
口腔機能管理研修会の報告口腔機能管理研修会の報告

群馬県歯科医師会と群馬県介護支援専門員協会の共催で、「介護関係職種のための口腔
機能管理研修会」が動画配信で２月15日から14日まで行われました。今回の研修申し
込みは120名の介護支援専門員の方に視聴してもらいました。

この事業は昨年から行っており、昨年度は、口腔ケアについての概論としての研修会
でしたが、今年度は実践の事例紹介という形で、研修会が開かれました。

歯科医師の立場から、館林邑楽歯科医師会の富田直也先生の講義では、訪問歯科の実
践事例の紹介などを行ってもらいました。印象的だったのが「ゴール設定に気を付ける」
でした。何を最優先に考えていくか？痛みだったり、全身状態だったり、介護負担であっ
たり、治療の時間が限られている場合もあり（ターミナル時など）生活を考えながら、
訪問歯科診療を行ってもらっている事がわかりました。

介護支援専門員の立場から、富岡地域居宅介護支援事業所の飯ケ浜一美様の講義では、
「歯科医師に担当の利用者の情報を伝達する」ことが私たち介護支援専門員に出来る事と
いうことが印象深かったです。まずは、アセスメントに行ったときに「お食事は美味し
く食べられていますか？」「スムーズに飲み込めていますか？」の質問をして、利用者の
方々に口腔ケアの必要性を伝えていけたらと思いました。

群馬県歯科口腔保健支援センターの石田圭吾先生には、OHAT－Jについて、講義を
頂きました。口の中のアセスメントの仕方、ツールの紹介を頂きました。どのような点
に気を付けて口腔内のアセスメントをしていったらよいか、写真の説明もあり、とても
参考になりました。詳しく完全に口腔内をアセスメントする事は難しいとは思いますが、
口腔内のアセスメントには、歯だけではなく、口唇・舌・歯肉・残存歯・義歯・口腔清掃・
歯痛などの健康状態を把握する必要がある事。口腔内の異常があったら歯科に繋げるこ
とが介護支援専門員の役割と感じました。

この研修会の企画には、私も委員として携わっており、群馬県歯科医師会の委員の方々
も、介護支援専門員の方々との連携をとても大切に思っています。是非、多くの介護支
援専門員の方々が、口腔ケアの必要性・重要性を考え、必要な利用者に歯科治療や口腔
衛生に繋げていけたらと思っています。

群馬県介護支援専門員協会　副会長　中西　有美子
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賛助会員事業所様ご紹介
～日頃のご支援ご協力に、心から感謝申し上げます～

アルフレッサ株式会社　群馬営業所 けやき薬局

一般社団法人　群馬県薬剤師会 公益社団法人　群馬県老人保健施設協会

一般社団法人　群馬県理学療法士協会 公益社団法人　群馬県歯科医師会

一般社団法人　藤岡多野歯科医師会 公益社団法人　富岡甘楽歯科医師会

医療法人あづま会　大井戸診療所 一般社団法人さくら会　桜苑　メディカルホーム

医療法人三省会　支援センターほりえ 社会福祉法人　神流福祉会　介護老人保健施設かみかわ

医療法人ふじあく医院　介護老人保健施設ふじあく光荘 社会福祉法人　ことぶき

医療法人山育会　山育会ケアプランセンター 社会福祉法人　崇山会　特別養護老人ホーム　サザン小川

医療法人和光会　光病院 社会福祉法人　鶴谷会　鶴谷病院

エフビー介護サービス株式会社　伊勢崎営業所 社会福祉法人　同仁会

介護老人保健施設　群馬老人保健センター　陽光苑　 社会福祉法人　ペレンナトリリアム　シェステやまの花

株式会社　栗原医療器械店 社会福祉法人　柏　訪問介護たかつど

株式会社　ファーマ・プラス 社会福祉法人　希望館　居宅介護支援事業所

株式会社　プランドゥ 社会福祉法人　桐生市社会福祉協議会

株式会社　ゆうあいリハビリライフケア 社会福祉法人　榛東村社会福祉協議会

株式会社　レゾナ 社会福祉法人　二之沢真福会

株式会社　ワイズマン　宇都宮支店 社会福祉法人　恵林

株式会社　エムダブルエス日高 社会福祉法人　陽光会

株式会社　セリオス 社会福祉法人　ラ・クール
特別養護老人ホーム　ながめの郷

株式会社　フィジカルケアサービス 関口廣建設株式会社

株式会社　ベルシャイン ソネット株式会社

株式会社　ベルハース たくみ株式会社　アムールタウン高崎

関東調理機械株式会社 中央法規出版株式会社　東京営業所

神流町地域包括支援センター デイサービス  すがお・太陽の家

居宅介護支援事業所　アミーキ 東洋ケアサービス株式会社

居宅介護支援事業所　なゆた 特別養護老人ホーム　愛老園

居宅介護支援事業所　ハンドツーハンド 特別養護老人ホーム　にしきの園

桐生市医師会居宅介護支援事業所　きりゅう 富岡市甘楽郡医師会　かぶら在宅療養ネットワーク

桐生見える事例検討会 二之沢パナケア介護老人保健施設

群馬県訪問看護ステーション連絡協議会 ニューサンピア株式会社

群馬県ホームヘルパー協議会 認知症予防＆サポート研究所　アンクル

ケアサポート　ワンツーワン 認定ＮＰＯ法人　じゃんけんぽん

ケアマネージステーション関越中央 　 （50音順）
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　年度末や年度始めは、年末、年始とともに忙しく気忙しい毎日です。私事ですが、還暦の
年度末まで残すところ丸３年になりました。３年後に満足いく卒業ができるよう、素行に気
を付けて中退しないように頑張ろうと思います。（KT）

編
後
集
記

コラム

事務局からのお願い

介護施設の中には、看護師と介護士の関係があまり良好ではなく「連携が上手くいかない」ということを
耳にすることがある。

では、看護師と介護士の関係を良好に保ち、上手く連携を取り、スムーズに仕事を行うにはどうしたらい
いのか？そもそも、なぜ看護師と介護士が対立しやすいのか？

その理由は色々あるようですが、特に多い理由をまとめてみました。
①「看護師は介護士より立場が上」という意識を持っている人がいる
②看護師のことを「偉そう・上から目線」と決めつけている人がいる
③看護師と介護士で重視しているポイントが異なる
対立する理由は大きく分けるとこの３つに当てはまることがほとんどのようです。
職員同士の関係性が悪いと、そのピリピリした空気感が入居者にも伝わり、施設全体の雰囲気も悪くなっ

てしまいます。入居者がリラックスして和やかに過ごせる空気感を作るためには、職員同士の関係性がとて
も重要になります。

また、良好な関係を作ることは、入居者にとってより良いサービスや環境に繋がり、更には施設の質を向
上させることにも繋がります。

看護師と介護士の連携が上手くいかず悩んでいる方は、まず相手の仕事を理解し、認め合い、そして普段
からコミュニケーションをたくさん取ることから始めてみてはいかがでしょうか？

（基礎資格：介護福祉士K）

看護師と介護士

　令和４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。
　また、≪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そちらもご活用
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

会費を納入くださる皆様へ
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