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令和４年５月28日（土）13：30より、一般社団法人　群馬県介護支援専門員協会の令和４年
度定時総会が、社会福祉総合センター 701会議室において開かれました。

今年の総会も昨年、一昨年と同様に会場にお越しになることは極力お控えいただき、理事を中心
に少数のみの参加で実施させていただきました。コロナ禍という事情をご理解の上で委任状を提出
してくださった会員の皆様には、あらためて感謝申し上げます。

例年通り、前年度の事業報告、決算報告、監事監査報告、本年度の事業計画並びに予算案を審議
可決し、さらに定款を一部改正してリモートでの総会開催を可能とすることといたしました。

前年度の事業報告・決算報告の中では、フルリモートでのケアマネジメント群馬フォーラム（兼 
日本介護支援専門員協会 北関東ブロック研修）の開催、県よりの委託事業として市町村を対象に行っ
たケアプラン点検の支援、ＢＣＰ作成研修などが目を引きます。国の事業継続給付金によって救わ
れた令和２年度決算に比べれば、令和３年度決算は若干余裕を感じさせるものがありますが、決し
て健全で安定的な財政基盤と言えるものではありません。

引き続き会員の皆様には一人でも多くの入会者をお誘いいただき、現在900名ほどの会員数を
１,000人に、その次は１,100人に、更にその次には１,200人にと順次増強し、できれば日本協
会の会員数も比例して増強できますようお力をお貸しいただければ幸いです。

今年度の事業計画・予算では、昨年度に引き続き県からケアプラン点検支援事業を受託すること
が決まっており、ケアマネジメント群馬フォーラムは東毛が当番ブロックとなって実施する計画が
進行中です。今年の目玉の一つとして、県が実施する法定研修や協会主催の研修で活躍していただ
くことを想定して、「ファシリテーター養成」を実施することも決まりました。ぜひ多くの会員の方々
にご参加いただけますように。

総会は最後に来年の2023年に迫った「日本
介護支援専門員協会全国大会inとちぎ2020＋
３」のＰＲを行って終了しました。来年の全国
大会は北関東ブロックがホストブロックです。
当然群馬県も当番県の一つとして茨城・栃木と
ともに大成功を収めるべく頑張っています。日
本協会の会員が一人でも増え、全国大会の参加
者が一人でも多くなることを心より願っており
ます。

一般社団法人　群馬県介護支援専門員協会　副会長　松沢　斉

令和４年度定時社員総会のご報告
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伊勢崎市地域包括支援センター東　中島　麻衣子

第１回　北関東災害対策研修参加報告第１回　北関東災害対策研修参加報告

　令和４年５月14日、第１回　北関東災害対策研修会「北関東で考えよう災害対策の初めの一歩」をテーマ

にWebによるオンライン研修が開催され、３県合わせ、200名を超えるケアマネジャーが参加した。主催し

た北関東災害対策委員会は「DCT　北関東」（Disaster Care manager Teamの頭文字をとったもの）に改

名しての第１回目の研修であった。

　まず初めに、特別講演として「大家族　おかあちゃん　常総市鬼怒川水害を語る！」と題し、2015年の発

災した水害について、テレビでも放映された石田千恵子氏により経験談が語られた。アルツハイマー型認知症

の母親を連れての避難の大変さについて、映像と共にリアルな状況を知ることができた。洪水の中においても

外に出ようとする状態の母親が、果たして避難所で過ごせるだろうか、そのような葛藤の中、水が膝元まで上

がってくる。避難した先では、配給されるものも限られ、「暖かくないものばかり食べたくない…」と支援物

資についても、ご苦労された様子であった。私たちが支援している高齢者において、日頃から備えておかなく

てはならない必要な視点が示されたように感じた。

　今回の研修は休憩の合間に、共愛学園前橋国際大学短期大学部生活学科栄養専攻教授永井真紀氏と神保京子

氏により、比較的どの家庭にもある食材や、災害時の支援物資、ストックしておけるような保存食を活用した

災害時にもホッとできる食事のヒントとなる動画が紹介された。使用された器もリサイクルに出す前の空き容

器、ボックスティッシュの空き箱やアルミホイル、ラップの活用など取り入れた内容になっていた。元気に避

難生活を乗り切るためにも、支援をする私たちがまず備えておくべき、日常生活に必要なヒントであった。

　その他、「自然災害発生時の業務継続計画（BCP）の作成のポイント」として茨城県介護支援専門員協会災

害対策委員長　小野健悦氏より、厚生労働省から示されているBCP作成に必要な５つの構成要素に基づいた

具体的な説明、また、「北関東で考える災害対策～DCT北関東」と題し、とちぎケアマネジャー協会　川田雅

一氏より、茨城・群馬・栃木の３県で、相互の関係性を図ることにより、各県における災害対策に強い地域に

していくこと、また、発災時にも共助できる体制を作り上げていく事を目的として、今後も活動していくとの

話があった。そのためにも、ひとりでも多くのケアマネジャーが災害についての備えに、思いを巡らせること

が大切だと実感した研修であった。
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居宅介護支援事業所ほすぴすケア　新井　薫

第16回　日本介護支援専門員協会第16回　日本介護支援専門員協会

2022全国大会inみやざき　参加報告2022全国大会inみやざき　参加報告

　令和４年６月４日・５日に、第16回　一般社団法人　日本介護支援専門員協会　2022全国大会inみや

ざきが「超克　それぞれが次の時代の先導者へ」をテーマに開催されました。昨年の山口大会は完全フルリモー

トでの開催でしたが、今回の宮崎大会は大会初のハイブリッド開催となりました。

　来年度は北関東３県がホスト県となり、栃木県宇都宮市で全国大会が開催されます。次年度開催県のPR

部隊の一員として現地参加して来ました。

　ここでは、２日目の第一分科会「利用者の望む暮らしの実現に向けたケアマネジメント（尊厳の保持）」で

演題発表させていただいた報告をしたいと思います。

　今回、「人生会議（ACP）」をキーワードに、「暮らしの中のACP　～価値ある役割にどう取り組むか～」

と題し、居宅介護支援事業所なゆた　内村英徳、伊勢崎市地域包括支援センター東　中島麻衣子と３人の共

同研究を発表しました。

　ACPはケアマネジャーが取り組むべき役割として、あちこちで研修が行われています。ただ「どう取り組め

ばいいのか分からない」「難しい」といった声を聞いた事をきっかけにケアマネジャー向けのアンケートと聞

かれる側の利用者の聞き取り調査の結果から、ケアマネジャーの多くが「最期の医療をどうするか」を聞き取

らなければならないと感じ、それが実践への負担感や困難感に繋がっているのではないか？との結論に達し

ました。一方聞かれる側の利用者にはこちらが思うほど聞かれる事に抵抗を感じていない事も分かりました。

　介護保険開始以来、暮らしの中の意思決定支援はケアマネジャーが生業として来たのではないかと考えます。

日頃から誰しもが取り組んでいることに困難感を得てしまう事に疑問を感じ、その困難感をどうにかすべく、

ACPフローチャートを作成、来年度宇都宮で開催される全国大会での発表、報告を目指し現在そのデータ

収集を始めています。

　第17回　一般社団法人　日本介護支援専門員協会　2020＋３　全国大会inとちぎ　のびる技・むすぶ

想い・ひらく明日～二十歳を過ぎた介護保険　支え合うことの価値を問い直そう～2023年10月21日・22

日　宇都宮駅東口交流拠点施設　ライトキューブ宇都宮（JR宇都宮駅東口直通）で皆さんご一緒しましょう！
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居宅介護支援事業所 なゆた　石田　知里

日本介護支援専門員協会日本介護支援専門員協会

全国大会 in みやざきに参加して全国大会 in みやざきに参加して

　全体を通して「社会に求められる魅力ある職業としてのケアマネジャーとは」を考える機会
となりました。

　埼玉県立大学大学院研究開発センターの川越雅弘先生は、高齢者は複合課題を抱えている。複合的にア
セスメントをし優先順位をつけていく。また、医療介護だけではなく社会的課題まで含めて見て、足りない
ものを見つけ出し、地域課題まで見ていけるのはケアマネジャーであると。これらの課題を解決する力を持っ
ていれば、ケアマネジャーの要望も高まり、地位向上に繋がっていくのだと話されていました。
　これらをケアマネジャーが全て解決出来る様にする訳ではなく、課題を見つけ出す事が大切であり、知らな
い事や苦手な分野は得意な人に教えてもらう、助けてもらう。居宅でも施設でもその個人だけでなく、家族
や地域も含めた全体像を捉え、チームに方向性を伝えていく。本人の状態も今後の見通しも一人で考えるの
ではなく、現状を聞き、専門的意見を聞き、何を実現させるために行っているのかを揃え、皆に助けてもら
いながら進めていく事が大切なのではないかと感じました。

居宅介護支援事業所 太陽くん　飯島　覚
　６月４日から５日の２日間、宮崎県宮崎市「シーガイアコンベンションセンター」で開催され
た全国大会に参加してきました。今回ハイブリッド開催ということで参集とオンラインの両方

での参加が可能となり、全国から910名の参加者が集まりました。
　１日目は開会セレモニー後、基調講演として厚生労働省老健局　認知症施策・地域介護推進課長　笹子宗
一郎氏から介護保険制度の動向について、日本介護支援専門協会　柴口会長から協会の活動報告があり、最
後にオリンピック金メダリストの井上康生氏の特別講演を聞くことができ、２日目は１～５分科会が開催され、
各分科会ではそれぞれのテーマに沿った事例や調査の報告、発表がありました。例年の参加人数からすると
少し物足りない感じもしましたが、参集によるその場の雰囲気や空気感はオンラインでは味わえない価値の
ある時間だと感じました。次回の全国大会は北関東（群馬・栃木・茨城）主催による栃木県での開催となり
ます。群馬からも多くの方が参加し、北関東の大会を皆で盛り上げていきましょう。

Zoom
で参加

現地
参加

4



居宅介護支援事業所 ほすぴすケア　新井　薫

若年がん患者の在宅療養支援事業が創設されました。若年がん患者の在宅療養支援事業が創設されました。

　令和４年４月１日より、群馬県で若年がん患者の在宅療養支援事業が新たに創設されました。
　介護保険制度の対象とならない39歳以下の末期がん患者は、在宅療養に対する公的支援制度が限定的となっており、
在宅療養における本人及び家族の負担が大きい事が課題となっておりました。今までは、介護保険事業サービスを全額自
己負担で利用しているのが現状でした。

【がん患者在宅療養に関する公的支援の現状】
　　

　これらの在宅療養に係る費用の一部を県と市町村が助成する事業が創設されました。

○事業の目的
　若年がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、在宅療養生活の質の向上に対する支援を行うことにより、
患者及びその家族の負担軽減を図ることを目的とする。
○事業内容
　①事業実施主体及び負担割合
　　・実施主体：市町村（介護保険制度における実施主体）
　　・費用負担：利用者10％、市町村45％、県45％
　②対象者（以下の全ての要件に該当する方）
　　・事業実施市町村に住所を有する方
　　・ サービス利用時に39歳以下の方（利用者が40歳に達する

日の前日まで）
　　・他の公的支援制度を受けることができない方
　　・ がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者（医師に

一般に認めらている医学的知見に基づき、回復の見込みが
ない状態に至ったと判断された方）

　③支援する対象サービスと利用料の上限額（③－表1）
○サービス提供事業者
　サービスを提供する事業者は、原則、介護保険法（平成９年法律第123号）に基づき指定を受けた介護サービス事業者。
○事業の流れ
　市町村は、委任払い、償還払い、または併用の選択が可能。

　若年がん患者の支援事業は既に実施している県もありますが、群馬県の特徴としては、介護支援専門員による事業所の
紹介・調整等に係る費用も月額１万円まで助成の対象になることです。介護保険事業同様、「アセスメント」「課題分析の
結果」「援助方針とサービス内容」を記載、またサービスの実施報告書の記載、提出が必要となります。様式については
市町村によって多少異なる場合があると思います。
　現在群馬県ホームページでも紹介されていますので、ご参考としてください。
　なお、現在事業実施している市町村は、神流町、みなかみ町、千代田町、大泉町ですが、年度内に事業開始の検討をし
ている市町村も多くあるそうです。開始する市町村の情報についても、県ホームページにて随時周知していくとのことです。

（③－表1）�ただし、0～19歳で他の公的支援制度を受給
していない場合は、20～39歳の欄に掲げる
サービスを受給できる。
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理事会・委員会報告理事会・委員会報告

会長　大澤　誠
　令和４年４月より日本介護支援専門員協会と足並みを揃え、群馬県協会においても入会促進キャン
ペーンを実施したこともあり、今年度は昨年度を上回る会員数となっている。来年度、北関東三県合
同での全国大会の開催も予定しているので、この機会にさらに入会を増進させていきたい。県からの
委託事業であるケアプランチェックアドバイザー派遣や法定研修におけるファシリテーターの養成の
ための研修なども開催していく予定。また、今年度、県より「群馬県若年がん患者在宅療養支援事業」
の要綱が示された。制度運用に当たり、ケアマネジャーが担う役割が期待されており、報酬も明らか
になっている。今後、実施市町村が増えることを考え、当協会も人材育成をさらに進めていきたい。

理 事 会

学術研修委員長　菅野　圭一
　実は今年度になってから、委員会をまだ開催していませんが、松沢・中西両副会長と須田理事のご
尽力により、二つの企画がすでに計画中です。一つは群馬県からの委託業務である「ケアプラン点検
アドバイザー派遣事業」に関する企画です。まずは2022年７月11日の14時から、市町村のケアプ
ラン点検担当者および県監査指導課の介護給付適正化担当者を対象とした、「初任者研修会」がZoom
にて開催されます。主な内容は、ケアプランの見方等についての講義や2021年度に実施したケアプ
ラン点検支援アドバイザー派遣事業の事例紹介などです。
　もう一つは「ファシリテーター養成研修」です。これは各地域で開催している研修会や法定研修で
必要となるファシリテーションスキルに関して、基礎的な知識や技術、ファシリテーターとしての役
割を担う際の考え方などについて学ぶものです。すでに第一クールが７月１日と４日に、やはり
Zoomで開催されます。今後また新しい研修会企画を委員会で計画していこうと思っておりますので、
お待ちください。

学 術 研 修 委 員 会

広報情報委員長　松本　勝美
　ケアマネ群馬126号も無事に発行することができました。世の中の流れがウィズコロナ・アフター
コロナへのシフトし研修も再開されてきたことに喜びを感じています。そんな中ですが広報情報委員
にも世代交代がありました。長年勤めていただいた委員が退任していくことは寂しい限りです。今後
も新たな委員とともに会員の皆様に有用な情報を提供できるよう努めてまいります。研修も再開して
きましたので会員の皆様の声をケアマネ群馬に活かしていくためにも、執筆依頼があった場合にはぜ
ひともお引き受けください。

広 報 情 報 委 員 会

総務財政委員長　坂井　崇
　総務財政委員会では会員獲得のための入会促進キャンペーン、５月28日社会福祉総合センターにて
規模を縮小しつつも定時総会を実施させていただきました。会議がほぼ全てオンラインになっている昨
今、直接お会いし語ることの意味を改めて考える機会となりました。予断を許さない状況は続きますが、
ご承認いただいた予算をもとに、会員のための企画をメンバーとともに考え実施させていただきます。
ご協力宜しくお願いいたします。

総 務 財 政 委 員 会

（2022年４月から６月の活動報告）
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４月23日（土）10：30より、Zoomにて「令和４年度支
部総会及び研修会」が開催され、15名の参加がありました。

支部総会では、新役員が承認され新たなスタートになります。
桐生支部長として設立当初から活躍・貢献されてきた小沼説
雄氏が退任し顧問として選任され、私が新支部長として選任
されました。今後、桐生支部を盛り上げていけるよう皆様の
ご協力、よろしくお願い申し上げます。

研修会では「Zoomを活用した事例研修会参加のために」
をテーマに介護支援専門員更新研修とほぼ同等の内容を体験し、
参加される際の不安を少しでも解消してもらえるようにと企
画させて頂きました。講師は、在宅医療介護連携センターき
りゅう・管理者：小川貴之氏より「Zoomでの演習方法と画
面の使い方」を、県協会理事で、じゃんけんぽん地域生活支
援室：須田和也氏より「スプレッドシートの具体的入力方法・
注意説明や事例検討会の進め方」について説明して頂きました。
実際にZoomの操作をしてみると操作方法についての質問が
多く大半の時間を使いましたが、講師の方が和やかな雰囲気
のなか終始対応をして下さることで、今後の更新研修のお役に立てたのではないかと思います。

 （居宅介護支援センター梅の郷　藤岡　寛巳）

このたび伊勢崎佐波ケアマネジャーの会会長を仰せつかりました、社会福祉
法人植竹会　特別養護老人ホームゆたか管理者の島田幸治と申します。皆様ど
うぞ宜しくお願い致します。今までの副会長と違い会長役の重圧をひしひしと
感じております。新体制となりましたので、役員一丸となり、伊勢崎佐波支部
を盛り上げていきたいと思います。

昨今のケアマネジャーの役割は関わる利用者のみならず、生活困窮、8050、
ヤングケアラー等その家庭の支援に関わる部分まで業務範囲の広がりがあると

思います。そのためインフォーマルな方々も含めた個人や団体、地域との連携も見据えたネットワー
クを必要とする大切な仕事になっていると考えています。調整役であるが故のストレスも多々あると
思いますので、ケアマネジャーが遣り甲斐を持ち、目の前の利用者のQOL向上に有益な仕事ができ
るように支援できる会にしていきたいと思います。行政や多職種との連携をより深め、高齢者の生活
がより豊かになるようお手伝いしたいと思います。

 （特別養護老人ホームゆたか　島田　幸治）

桐生支部

伊勢崎佐波支部

支 部 情 報支 部 情 報
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　小学生の娘の授業参観・懇談会で、担任の先生から「今年の 1 年生は自分の気持ちをすぐ
伝えられる子が少ない」との話がありました。常にマスクを付け、必要以上に話さないこと
を求められてきたからではないかと思います。マスクを外し、思いっきり遊んでしゃべれる
世の中になって欲しいと強く感じました。 （Ｏ）

編
後
集
記

　前号125号の９ページ　賛助会員事業所様ご紹介 
９行目右において　鶴谷会様の名称を間違って掲載
してしまいました。
　正しくは、社会医療法人　鶴谷会　となります。

　謹んでお詫び申し上げますと共に、訂正させてい
ただきます。

一般社団法人群馬県介護支援専門員協会　
会長　大澤　誠

コラム

　５月25日から４回目のワクチン接種も段階的に始ま
り、まだしばらくはコロナとの付き合いが続いていく
中、連日報道されているロシアのウクライナ侵攻に関
するニュース等も加わり、今まで以上に疲労を感じて
いる人は多いのではないでしょうか？
　「共感疲労」という言葉を聞いたことがあるかもしれ
ません。これは、他人の立場や気持ちに共感する中で、
負の感情に共感しすぎてしまい、自身の心が疲れてい
る状態のことです。
　強い使命感を持っている人は共感疲労を感じやすく、

私たち介護支援専門員も例外ではありません。
　責任感が強いあまり、「私が何とかしなければ！」と、
自分の心を擦り減らしながら業務に当たっている方が
多いと思います。
　共感疲労は、公私の明確なON/OFF化や自分が感
じている辛い気持ちを他人と共有することで軽減で
きます。
　他者により良い支援を提供するためにも、まずは一
番身近な自身の心へ一緒に目を向けてみませんか？
 （基礎資格：社会福祉士S）

「共感疲労」との付き合い方

　４月５月で行いました、新規入会キャンペーンでは、
40名近くの方の入会がありました。心より、感謝申し
上げます。
　群馬県介護支援専門員協会では、引き続き６月１日
～９月30日迄持続キャンペーンを行っております。日
本協会と同時入会いただけた方について、群馬県の入
会金のみ￥2,000を免除させていただいております。

　これを機会に、お声かけいただけたらと思います。
　お問い合わせについては、事務局までお願いいたします。

一般社団法人群馬県介護支援専門員協会
（群馬県社会福祉協議会　地域福祉課内）

TEL 027-255-6226　FAX 027-255-6173
事務局：新井

お詫びと訂正

事務局からのお知らせ

　コロナ禍でのケアマネジャーの対応として、在宅ワー
クを行ったり、感染が疑われる場合には他のケアマネ
ジャーが臨時で対応する事に対しての個人情報の取り
扱いはどうされているかとのご質問をいただきました。
私の事業所では、ノートパソコンの持ち歩きは、会社
と自宅の往復のみとさせていただき、個人情報は介護
ソフトのクラウドでデータとして保管し紙ベースでの

持ち出しをしないようにしています。また、他のケア
マネジャーが対応する場合でも、会社と利用者様との
個人情報の取り扱いを契約させていただいていますの
で、それに沿った対応をさせていただいています。ご
質問ありがとうございました。回答が遅くなって申し
訳ございません。

（群馬県介護支援専門員協会副会長　中西　有美子）

第17回ケアマネジメント群馬フォーラム㏌北・中部で行った
「コロナ禍でのケアマネジメント」の講義でのご質問への回答
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