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山形県介護支援専門員協会副会長
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島崎みつ子

での開催も不可能となりました。この一件が浮
き彫りにしていることは何でしょうか。山形県
協会は理事会で何度も話し合い、総会の合意を
得て、県協会に入会した上で地区支部、日本協
会に入会する道を選びましたが、県によっては

今年の介護支援専門員実務

バラバラな三層構造の所もあり、統一した見解

研修も無事に終了しました。

ができない状態に陥っています。宮城県もその

難関を突破した人たちの意

ために開催ができなかったのです。日本協会は

欲と輝きから新鮮な活気を

毅然とした態度と指導で各県の統一を進めるべ

いただき、新たな元気がで

きです。そのためには日本協会は上から物事を

ました。研修した「アセス

一方的に押し付けることをしないで、県協会と

メントからケア計画書作成

一緒に歩む姿勢を持つことが大切です。広報の

までの考え方」を大切にして過不足のないケアプ

送付など新しい努力は認めるにしても、今の日

ランを作る本物の仕事人に育っていただきたいと

本協会は私たちの息使いが感じられない遠い地

願っています。プロの視点が入ることによって介

にあるように思えます。代議員である私がそう

護の大変さが少しでも改善し、自宅での生活が今

感じているのですから、会員の皆さんからは

までに近い状態で継続できるようになれば活きた

もっと厳しい意見が多いのではないでしょうか。

介護保険制度になることでしょう。

県協会は将来介護支援専門員の専門研修など

さて、年末の日本協会のメールマガジンに東北

も受託できる組織になる必要があります。その

ブロック研修が山形で開催されるという記事が載

ために事務局体制を固め、会員を増やして力の

り、次の日には削除されました。そのことに驚か

ある団体にならなければなりません。介護支援

れた方も多いのではないでしょうか。これは昨年

専門員は基礎資格が様々、ということが他の職

８月、山形市に東北ブロック役員が集まり「今年

能団体にはない特徴です。それぞれの専門分野

の東北ブロック研修は宮城県で開催する」と合意

の知識を共有し共に育っていける素晴らしい団

を得たにもかかわらず、宮城県での足並みがそろ

体です。一緒に仲間作りを進め「本物」と言わ

わず開催ができなかったいきさつから生じたもの

れる援助者になれるように自分を育てていきま

です。その後も日本協会との打ち合わせがうまく

せんか。

いかず、日程に余裕もなかったためついに山形
巻頭言
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平成21年度 第３回研修会報告
第 回研修会報告

テーマ
「心にふれる人とのかかわり〜緩和ケアに
おける心得〜共に支え共に生きる〜」
講

師

今日は介護支援専門員の研修なので、人として生
きていく上で基本的なこと、スタッフと利用者、家
族など人間関係を中心に話をします。

六甲病院緩和ケア病棟

チャプレンになる前は病院で薬剤師をしていまし

（チャプレン・カウンセラー）
沼野

尚美 氏

た。高齢の患者さんの病室で服薬指導をしていたあ
る日の事。その日はお祭りで、外から太鼓の音が聞

日

時

平成22年２月13日㈯

会

場

山形国際交流プラザ４階研修室

と正座をして手を合わせ拝んでいました。それで

89名
（会員47名 非会員35名 薬剤師会７名）

「どうしたのですか」と尋ねると、「生きていても

参加者

14時〜16時

こえてきました。すると６人部屋の６人ともきちん

何の楽しみもない。早くお迎えに来てくれる様に拝
講師プロフィール

んでいた」とのこと。自分はまだ20代半ば、何も言

沼野尚美氏は大阪市生まれ。武庫川女子大学卒業。

えず黙ってしまいました。１人が人生の心の痛み、

神戸ルーテル神学校修士課程卒業。米国ケンシント

思い出話しを始めると他の５人は分かる、分かると

ン大学大学院行動科学研究科修士課程修了。病院薬

頷き、朝目が覚めてしまい、今日も生きなければな

剤師から病院チャプレン・カウンセラーに転職され、

らない苦しみなど６人６様の人生物語を語り始めた

淀川キリスト教病院、姫路聖マリア病院、日本バブ

のです。そして「人には心がある。心に喜び・楽し

テスト病院等を経て、現在、六甲病院緩和ケア病棟

み・希望が持てるかどうか、それで自分らしく生き

チャプレン・カウンセラーとしてご活躍です。

られるかどうかが決まるのではないか。」

『癒されて旅立ちたい〜ホスピスチャプレン物語』、

私の人生を大きく変えた出来事でした。うつ病な

『共に生きる道〜ホスピスチャプレン物語』の著書

ど精神的に病気の時は専門家が関わり助けるが、人

がある。

生の心の痛みがある人にも援助が必要ではないで

以下講演内容を紹介します。

しょうか。

思い出したくない出来事、許せない、許したくな
い出来事（例えばかつての職場のある人には絶対会
いたくない）は人間関係で傷つい部分であり、人生
の心の痛みである。それは元気な時は忘れているが、
思い出は遡り、思い出話しの中にやってくるのです。
緩和ケア病棟の患者さんは余命６ヶ月以内であり、
完治することはありません。「癌になっていないあ
なたに私の気持ちが分かるのか」と問われます。患
者さんの本音であるでしょう。しかし病気は治らな
いが幸せになる道はあります。それは心であり、そ
の持ち方です。病気になったから見えるものがあり、
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見つけることができる幸せもあり、幸せは自分で見

83歳の女性の患者さん。「私の人生ちっとも良い

つけるものです。そのためには、そばで誰が一緒に

事がなかった。私の人生は不幸だ。」と呟きました。

生きてくれるのか、誰がその人の見えている世界を

不幸な人生だと思ったままこの世を去らせてはなる

一緒に見てくれるのか、共に生きてくれる人が必要

まいと思い、ライフレビューを通し小さい時の思い

となります。

出や小さい頃の遊び、結婚の事などを話してもらい
ました。１ヶ月半が経った頃「自分の人生にも楽し

マザーテレサが「死を待つ人の家」を訪問した時

いことが沢山あったと知った。」と言われるように

のビデオを観て、人との付き合い方・時間の使い方

なりました。人生に意味を感じてくれたのです。生

に感動しました。五感を上手に使う。日本人は話し

きていて良かった、生まれて良かった。人から大事

過ぎ。短い時間でわからせようとします。言葉で納

にされた時、自分の人生に意味を感じ、生きた喜び

得、説得では人の信頼は得られません。マザーテレ

を見出すことが出来るのです。

サは相手を見つめる。相手へ非常な関心を示してい

人間関係で傷ついた時、人は怒りを持ちます。怒

る。相談者を満足させる。自分を見つめてくれるそ

りを持ちながら人の援助についています。それで良

の姿勢が大切だと思います。

い援助者でいられるのでしょうか。傷ついた気持ち

マザーテレサがスープを口に入れた。タイムリー

を鬱憤ではらし、新たな人を傷つけています。良き

に。飲みたいと思っている時に。「どうして私の気

援助者でいられるかは、怒りとどう付き合うかです。

持ちがわかったの？」マザーテレサは余命わずかな

人間関係の仕事をしている人はＩＴ関係の仕事をし

人に、残された時間で何をするか、心に触れるメッ

ている人より人生の心の傷が多いと思われます。傷

セージを届けていました。「あなたの命は尊い。あ

つかない生き方は出来ないが、傷ついたからこそで

なたは大切な人。」５分という短い時間ではあった

きる生き方はできるのです。人の心の痛みの分かる

が余韻を残す関わり方をしているのです。

人になれます。それには本人の努力が必要です。長
年同じ仕事をしていればベテラン、プロになれる。

死が近づくとおふくろの味が懐かしくなる。食べ

しかし、本物はそれに人柄が入ります。苦労してい

ることは人生と共に歩んできたものである。足が地

る人は怒りを知っています。それを優しさに変える

に着くという感触が持てるのは故郷です。

ことが出来ます。人生がにじみ出てきます。

人とのかかわり・心得で大切なことは、

病院にどの患者さんからも良い看護師といわれる
評判の良い職員がいました。患者さんに「どこがす
ばらしいのか」聞いたところ「言わない先から動い
てくれる」と。

①

温かい存在感かどうか
傍にいる事が相手にとって心地よいか。良い場合

＜なごむ＞＜元気が出る＞＜素直になれる＞など。

その看護師に聞くと「一番大切にしている事はい

悪い場合＜しんどい＞＜責められている＞＜見張ら

い緊張感を持って仕事をしている」と言われました。

れている＞＜息苦しい＞など。面会者が来た場合も

空気が読める、観察力があり表情を見逃さない。必

短い余命の時間を無駄にさせたくないので、面会時

要を見抜いてくれる。このことがポイントです。

間には職員が配慮しています。

癌になった人でないと分からないと言いながらも、

孤独、孤立感。最期の正月を家族で過ごし病院に

それでも気持ちを理解してくれる人を探そうとして

戻ってきた女性の患者さん。楽しくなかったと言い

います。理解してくれる人と知った時、信頼関係は

ました。家族は何かと気遣いをしてくれ、御馳走も

ぐっと深まります。他ならぬ緊張感です。

たくさんあった。しかし一人で食べ、隣の部屋から
は孫たちの楽しい声が聞こえてくる。その輪に入れ
ない。家族が良かれと思って気をつかってやったこ
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分かってくれると思っています。分かっていても言
われたい言葉、敢えて言わなければならない言葉が
あります。＜愛を感じさせる言葉＞である。

会社の人と楽しく話をしていたが私には話しかけて

９月11日の同時多発テロ。堕ちた飛行機に乗って

くれる人もなく孤独で涙が出ました。大勢の中の孤

いた20歳の息子は携帯電話で「お母さん有難う。あ

独の方が孤立感を感じるのです。いたたまれず近く

なたを愛している。」お母さんも「あなたを愛して

の公園でブランコに乗っていると、５歳ぐらいの子

いる。」と伝えあっていました。

どもが黙って私を見つめていました。温かい表情に

40歳女性。旦那さんは一週間後声を失います。私

癒されました。彼女からの無言のメッセージ、「あ

は奥さんに、旦那さんの最後の言葉として何を聞き

なたは一人でないよ」と言っている様でした。傍に

たいか尋ね、旦那さんに言ってもらうようアドバイ

いるだけで心地良かった。ただ傍にいることにも意

スしました。旦那さんは「最高の人と結婚できて幸

義があると思います。相手にとって温かい居心地の

せだった。」と言い残しました。その女性は旦那さ

良い存在であるためには顔の表情が大切です。

んが亡くなった後もその言葉が生き甲斐になってい
ます。
人生の最後に聞きたいのは「頑張ってね」ではな
い。人生が幸せだったかを確認できる言葉。あなた
を愛している、あなたを好きだということ。言葉に
はその人を支える大きな力があるのです。

重いテーマなのに時に笑いながら、目には涙が滲
み２時間の講演はあっという間に過ぎました。

②

聴くことの大切さ
人間はどんな苦しいことがあっても耐えてでも生

きようとしています。「死にたい」と言っても本当
に死にたいと思っている訳ではない。自分の心の中
の、「生きたい」という気持ちに気付いてもらうこ
とが大事です。人に話を聴いてもらっている時自分
の気持ちに気づくのです。
高齢者が増え子どもが先に旅立つ場面が多くなっ
てきました。90歳代の両親が60歳代の息子を見舞っ
た時。両親は変わってやりたいと言いました。親が
子を思う最高の気持ちです。人生を変わったりする
ことは出来ないが、その人の話を聴いてさしあげる
ことで「背負ってでも生きていこう」と思う気持ち
にさせることは出来ます。

③

言葉の使い方
日本人は＜悟り＞の民族。はっきり言わなくても
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理 事 会 報 告
平成21年度 第４回（55回）定例理事会
と

き：平成21年12月19日㈯

16：00〜

平成21年度 第５回（56回）定例理事会
と

き：平成22年２月13日㈯

ところ：ホテルサンルート山形

ところ：山形ビッグウィング

出席者：17名

出席者：19名

内

内

容

１）第３回研修会について

六甲病院緩和ケア病棟

ン・カウンセラー

・会員47名
チャプレ

・当日書籍販売あり

・当日使用するものは、マイクのみ
・会費

会員500円

容

１）第３回研修会結果について

・講師は、沼野尚美 氏・連絡はご自宅へ
・肩書きは、

非会員2,000円

２）日本協会および東北ブロック研修会について
・12月４日

第３回理事会（佐藤事務局長）

・12月18日

支部長会議（荒井副会長）

＊定款の変更（社員総会へ上程）

非会員35名

２）東北ブロック研修会への対応について
・山形県の２月の研修会を東北ブロック研修会に
位置付け出来ないか各支部、日本協会に打診し
たが、条件が整わないため断念。
３）役員の改選について
・３／19まで団体推薦理事を出して欲しい。
４）平成22年度総会第１回研修会について
４月24日㈯

＊全国大会

講師：民主党

＊東北ブロック研修会（宮城県支部にて拒否）
山形県の２月の研修会が認めてもらえるか？
３）三団体事務局長会議について
宮部氏にお願いする。

４）役員改選について
・今年度で任期満了となる
・日本協会代議員との兼ね合いは？

薬剤師会７名

合計89名の参加者があった。

＊会員規約の変更（理事会にて決定済み）

11月11日㈬

16：00〜

13時30分〜

厚生労働委員会委員

山口
総会

研修会

和之 氏（理学療法士）

15時〜

５）各委員会より
６）各地区支部より
置賜地区支部：予算が少なく活動が出来ない。交
付金のあり方を考えて欲しい。
７）その他

＊１年ずれるが、今まで通り

・３／19

＊代議員選出は選挙で行う

・３／14 「罪を犯した障害者高齢者の支援」につ

・団体推薦理事

山形県難病医療等協議会開催

13団体

５）各委員会より
総務・選挙に対応する会員名簿を作りたい
６）各地区支部より
７）その他
８）次回理事会の開催について
平成22年２月13日㈯

いての講演会

県社会福祉事業団

・健康福祉部長より「山形県家族介護者支援事業
検討委員会」１名の推薦依頼あり
・県の実地指導が各地区で違う。支部毎にローカ
ルルールをまとめている。
・GH,小規模多機能施設のケアマネの声を会に出し
て欲しい。
８）次回理事会の開催について
平成22年３月27日㈯
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山形県介護支援専門員協会
第２回研修会
（新庄市）におけるアンケート結果報告
報告者
第２回研修会（Ｈ21／10／31）終了後に実施し

研修委員

高木知里

いては、介護福祉士の参加が多く、介護支援専門

たアンケート結果を報告させていただきます。

員として勤務している方の多くは介護福祉士の方

アンケート回収（75名）より、参加者男女比で

だと言えるのではないでしょうか。今回の参加者

は、女性のほうが多く、この傾向は今までの研修

は医療系資格取得者の参加が少ないようでした。

会でもみられ女性が多いようです。年齢別参加者

最後に、介護支援専門員協会主催の研修会に対

（図２）では、40〜50代の合計が全体の７割を占

する満足度ですが、約6割の方から研修会につい

めます。また、参加者の勤務場所（図３）では、

て満足していただいているようです。しかし、あ

今回の研修内容が在宅の介護報酬改定に関するた

まり満足していない（４％）方もいることを真摯

めか、６割ちかくの参加者が居宅介護支援事業所

に受け止めて来年度の研修計画を考えていく必要

に勤務する方でした。

があります。満足できない理由に「会費のわりに
研修会（年３回）の回数が少ない」と上げている
方もおり、このアンケート結果を参考にさせてい
ただき会員から満足いただける研修会を企画させ
ていただきます。
アンケートへご協力いただいた皆様有難う御座
いました。

研修内容に合わせて参加している状況があると
推測されます。今後の課題として、研修会を開催
する場合には、居宅系に偏らない研修内容にする
ことが、施設系会員の参加を得ることができると
思われます。次に今回の研修会は、会員限定では
でなく、居宅介護支援事業所等にも案内を送付し
たためか、会員の参加が半数にとどまり（51％）
非会員（40％）となっています。しかし、介護支
援専門員協会の活動を周知するために非会員の方
に参加していただくことも重要かと思われます。
なお、会員と非会員で参加費が異なることに対す
る不満はありませんでした。参加者基礎資格につ
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地 区 支 部 報 告
（山形・最上・庄内・置賜・村山）
山形地区支部
第32回研修会

剣に取り組んでほしい」とケアマネを激励して下さ
り、講演が終わりました。久しぶりにパワーをいた
だいた研修であり、もっと多くのケアマネに聞かせ

講

演：『自立支援型ケアマネジメント』

講

師：国際医療福祉大学

たい研修でした。

大学院教授

竹内

孝仁 先生

第33回研修会
平成22年２月４日㈭19時より20時30分まで、山形
市総合福祉センターにて第33回研修会が開催されま
した。
今回のテーマは「病院のMSWと在宅ケアマネの退
院時連携について」で、講師に国立病院機構山形病
院で医療社会事業専門員をされている小笠原眞佐子
先生をお招きしました。
平成21年４月に介護報酬改正が行われ、ケアマネ
が病院と利用者に関する情報共有することで『退院
時連携加算』を算定することが可能になりましたが、

山形地区支部では去る11月23日㈪、山形県立保健

私たちケアマネは、病院で取り組んでいる連携の知

医療大学の講堂において、竹内孝仁先生をお招きし、

識に弱く不安に思うことが多々ありました。今回の

『自立支援型ケアマネジメント』について学びまし

研修にて、連携の仕方を具体的に教えていただき、

た。ケアマネと福祉関係者、総勢54名が、竹内先生

今後の業務に役に立つ知識を得ることができました。

の辛口の質問に緊張しながら、研修を受けました。

研修会の参加者は34名でした。

『質の悪いケアマネの特徴は結果が悪いと相手のせ
いにする。自分のケアマネジメントに責任がないの
だ。自分の支援内容に問題がないか、アセスメント
や方針が間違っていなかったか振り返るのが専門職
である』と最初から喝を入れられました。竹内先生
の高齢者支援の基本は食事、水分、排泄、そして運
動です。
ケアマネージャーは利用者が食事を何カロリー
取っているか、水分をどのくらい取っているかを最
初のアセスメントで把握しなければならないことを
強調していました。栄養は１日1500kcal、水分も１日
1500ml必要である。さらに、運動についてはパワー
リハビリの成功事例から、「マシンを利用していれ
ばいいというものではなく、きちんとした指導者が
利用者に適した運動をさせなければ効果がないこと
を付け加えていた。最後に、「『この利用者を３ヶ
月後にはＡＤＬが自立させる！』と目標を掲げ、真
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最上地区支部

置賜地区支部

21年度事業も終了し、このたびの報告最上地区支

21年度事業も終了し、このたびの報告置賜地区支

部についての報告はありません。22年度はまたよろ

部についての報告はありません。22年度はまたよろ

しくお願いします。

しくお願いします。

庄内地区支部

村山地区支部

２月27日に三川町公民館で、第19回研修会を開催

＜介護保険・主治医研修会＞に参加
平成22年１月21日㈭

しました。以下に報告いたします。
テーマは「施設での看取りの取り組み」です。

18：30〜20：30

寒河江市西村山郡医師会主催の「介護保険・主治
医研修会」が同会館ホールにて行われました。

パネラーに
介護老人福祉施設

かたばみ荘

阿部真由美 氏

介護老人保健施設

のぞみの園

上野

栄一 氏

①「その人らいしい在宅医療を支援するために〜

伊藤

裕子 氏

介護支援専門員と訪問看護の経験から〜｣

グループホームのんき

の３人を迎え、各事業所で、利用者の最期とどう向
き合い、どう取り組んでいるかをお話しいただきま
した。
阿部氏からは、１週間ごとに行うカンファレンス
や書類の整理、職員同士の情報の共有の方法などの

山形県介護支援専門員協会副会長 荒井幸子 氏
②「介護保険制度の中で、施設は今・・｣
同副会長

島崎みつ子 氏

③「介護支援専門員をめぐる情勢｣
同会長

折居内科医院長

折居和夫 先生

報告があり、上野氏からはターミナルを家族に理解
してもらい、対応の方向を決定していく時の手順や
その難しさなどが語られました。
伊藤氏からは、グループホームとしてターミナル

という冬の夜もあつくなるような講師陣で、多数
の会員が集い主治医の先生方と共に学ぶという
「時」をいただきました。

に向き合うには機能的に限界があることや、諦めな
い介護が利用者の回復を実現した事例などが発表さ

強く暖かく響いたコトバタチ・・・

れました。

＊

病院のどんな特別室より、ここがいい。

研修終了後、参加者からは「３つの違った種類の

＊

生にあきらめない。

事業所の取り組みを聞けたことは良かった。具体的

＊

吉川の風景〜地域の生活にふれ、感じると

な事例を聞けたことでよく理解できた。」との意見
をいただきました。
来年度は、５月に地区支部の総会と第20回研修会
を予定しています

８

いうこと。
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問

一人事業所の新任ケアマネです。
特定事業所集中減算について教えてください。
通所サービスには通所リハビリテーションも入るのでしょうか。

回

答

お尋ねの件につきましては、平成18年４月の介護保険法改正により、居宅介護支援費に係る特
定事業所集中減算が設けられました。
対象になるサービス事業は訪問介護、通所介護、福祉用具貸与であり、通所リハは含みません。
居宅サービス計画に位置づけた事業が、正当な理由なく特定の事業所に集中している場合、紹介
率最高法人の割合が90%を超えた場合に減算となります。
この場合は、「居宅介護支援における特定事業集中減算報告書」を所轄の県総合支庁福祉課に
９月と３月の年２回提出しなければならないことになっております。
詳しくは、県総合支庁福祉課にお尋ねになるとよいでしょう。
相談方法（以下の方法で相談受付ができます）
〔面接〕

毎月第３火曜日

〔郵便〕

〒990−0021

12時〜15時

〔電話〕

随時受け付け

相談専用

023−615−6530

山形市小白川町二丁目３番31号

〔E−mail〕 yacm@lapis.plala.or.jp

〔ホームページ〕 http://www10.plala.or.jp

書籍紹介
ケ ア マ ネジメントの仕事術

著者：ケアタウン総合研究所

高室成幸

書店：中央法規出版

この本はケアマネージャーの仕事、利用者対応とケアマネジメン
ト・サイクル、タイプ別アセスメントのポイントなどについて、著者
の積み重ねてきた仕事の経験と、実際にケアマネジメントに携わって
いる最前線の現場のケアマネージャーのノウハウをもとに解説した、
ケアマネージャーを仕事にする方のための指南書であり、著者の熱い
思いのこもった応援の書です。自分の行っているやり方、進め方を振
り返ったり、もっと円滑に仕事を進めたいと考えているケアマネージ
ャーの皆さんにお薦めします。

９
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サポート委員会
ケアマネ110番の相談件数は、21年４
月〜22年２月まで132件となっておりま
す。昨年度(４月〜３月)一年間の相談件
数は104件でした。２月末にあったウェ
ルフェアでの相談も多く、昨年度を上回
ることができました。
今年度は介護報酬の改定があったこと
並びにケアマネが一人か二人の小規模事
業所からの相談が多く寄せられているこ
となどが特徴といえます。日頃の悩みや
疑問点がありましたら、お気軽にケアマ
ネ110番にお寄せください。
電話・ＦＡＸ・メールでも結構です。
（委員長 荒井幸子）

調査・研究委員会
会員全員へのアンケート調査をまもな
く発送予定です。
年度末ぎりぎりになってしまいましたが、
皆様のご協力を仰ぎたいと思います。
よろしくお願いいたします。
（委員長 丹野克子）

総務委員会
役員改選の年です。新しいメンバーで
会員の皆様のニーズが少しでも満たされ
るよう努めます。アンケートに「県や悪
質なサービス事業者に物申す団体になっ
てほしい。」というものがありました。
心してかかります。会員の皆様も役員と
ともに一緒に協会を育てていただけるよ
うに、温かくて厳しい声をお寄せください。
（委員長 島崎みつ子）
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研修委員会
平成22年度第１回研修会は「居宅ケア
プラン点検」というテーマにて、４月24
日㈯の総会終了後に開催する予定です。
講師は千葉県介護支援専門員協議会の
後藤佳苗氏（保健師）をお招きします。
会費会員は500円、非会員は2000円とな
ります。また講師の著書「ケアプラン点
検支援マニュアル攻略ガイド」を特別価
格で販売させて頂きます。別途案内を送
付しますので、多数のご参加の程よろし
くお願いします。
（委員長 佐藤裕

広報委員会
会誌31号は予定からかなり遅れての
発刊となってしまいました。今後あらた
めて編集体制を検討していきたいと思い
ます。また、広報委員会としての役割は
会誌を発行するだけではなく、広く広報
活動全般に対応できるようにできればと
考えているところです。未だちから不足
を感じるところですが、ご意見などあり
ましたらいつでもお寄せください。
（委員長 佐藤知生）

財務委員会
平成21年２月の臨時総会でご承認いた
だきましたとおり、日本協会の正会員会
費が来年度以降、年額4,000円から5,000
円に改定になります。それに伴い、当協
会会費も年額9,000円となります。
平成22年度会費の自動引き落とし日
は、５月の予定です。会員の皆様のご理
解とご協力をお願いいたします。
（委員長 岡嵜千賀子）
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情報のページ
〜 会の動き 〜
■平成21年11月21日㈯
山形県在宅緩和ケア推進連絡協議会役員会 （荒井副会長出席）
在宅緩和ケア推進従事者研修会（荒井副会長出席）
内容 「介護をめぐる課題とこれへの対応」
大正大学名誉教授
「がん末期患者の訪問看護」白十字訪問看護ステーション所長
「がん末期患者の事例」
岡田内科循環器科クリニック院長

橋本
秋山
岡田

泰子 先生
正子 先生
恒弘 先生

■平成21年12月３日㈭
山形県介護学習センター 事業評価委員会（荒井副会長出席）
内容 事業概要と外部評価委員会の役割について
委員長選出 医師会代表の折居当会会長が委員長に推薦され就任。
協議 「事業評価シート」案について意見交換／21年度事業に対する評価について／
22年度事業計画について

■平成21年12月18日㈮
一般社団法人日本介護支援専門員協会 第2回都道府県支部長会議（荒井副会長出席）
報告事項：⑴協会の状況について
⑵厚生労働省老人保健健康増進等事業等について
⑶平成21年度介護報酬改定の検証について
⑷平成22年度予算・税制改正要望書について
⑸規約について
⑹平成21年度日本介護支援専門員協会主催の大会・研修会について
⑺その他：
①行政刷新会議の事業仕分けについて
②福祉人材確保重点実施期間推進会議
③全国地域包括ケア推進会議
④中央社会保険医療協議会（中医協）及び社会保障審議会医療部会・医療保険部会
⑤高齢者医療制度改革会議
協議事項：職能団体としての体制整備について

■平成22年２月20日㈯
やまがた高齢者虐待防止セミナー（パネリスト派遣）
当会から堀千秋氏が介護支援専門員としての立場からパネリストとして参加。
■平成22年２月27日㈯・28日㈰
やまがたウェルフェア２０１０

介護保険相談コーナーの設置（サポート委員会）

◆◆◆ 今後の予定 ◆◆◆
○平成22年３月27日㈯
○平成22年４月24日㈯

平成22年度第６回（57回）理事会
平成22年度総会および第１回研修会
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厳しい寒さからようやく開放されると春です

傍にいるだけで落ち着く、ほっとする存在とい

ね。春を象徴する花と言えば、桜、ですね。何

われる職員になっているだろうか。プロ、ベテラ

につけ・・、和歌、絵、写真、生花、日本人の

ンは長年同じことをやっていれば成れるが、本物

精神の象徴にまで桜は、とりあげられており、

は人生からにじみ出てくるものだと・・・。いつ

日本人には、切っても切れない花です。また、

の間にか年齢、経験は重ねました。本物を目指し

桜は、大勢の人々の心をなごませ、見る人々に、

ます。

（ｋ・ｋ）

感慨や喜びを与える、春にはなくてはならない
花です。

昨年の秋に膀胱炎になった我が家の猫は、治療

小倉百人一首の中では、桜の花を歌が六首も
ありました。因みに、梅の花を詠んだ歌は、一
首しかありませんでした。

を続けてやっと元気になりました。忙しいと、こ
たつで丸くなっている猫がうらやましくなります。
日が高くなり、春はもうすぐそこまで来ていま

さくらの語源については，いくつかの説があ

す。寒さはまだ、続きますが風邪をひかないよう

り、その一つに，古事記に登場する「木花開耶

に気をつけて、元気に過ごしたいです。
（N・W）

姫」（このはなさくやひめ）のさくやが転化し
たもの、という説があります。

３月はとてもとてもあわただしく、卒業・入学

また，さくらの「さ」は穀霊（穀物の霊）を表

が二人おり、別れと新たな出発と。そんな中、今

す古語で，「くら」は神霊が鎮座する場所を意

回もなんとか発刊出来たことを喜びたいと思いま

味し，「さ＋くら」で、穀霊の集まる依代（よ

す。

（Ｓ．Ｏ．Ｔ．）

りしろ）を表すという説があります。昔から，
桜の開花が農作業の目安の一つになっていたこ

私たちは脳のほんの数パーセントしか使ってい

とを思えば，いにしえの人々が桜に実りの神が

ないと言われています。本屋に行っても、一生で

宿ると考えたとしても不思議ではありません。

読める本はこの中の何パーセントなんだろうと考

桜は万葉時代の歌にも詠まれていますが，その

えてしまいます。たくさん読むことも大切かもし

数は梅よりも少ないものでした。それは、梅を

れないけれど、人生の指針となる本に出会うこと

愛でる大陸の文化に貴族たちがあこがれたため

も大切なんでしょうね。

（なな）

だそうです。桜の種類と言えば、日本（沖縄と
北海道を除く）での桜の８０％はソメイヨシノ
（大島桜と江戸彼岸の雑種）だと言われていま
すが，その他の桜の種類も多い｡桜を大きく分類
すると自生種（山桜を代表とする桜），一重の
里桜（染井吉野が代表），里桜（八重〜半八重
桜）となるそうです。私の住んでいる所に、置
賜さくら回廊と呼ばれる桜名所があります。そ
こには樹齢千年を越える古い桜が幾本も残って
います。 種蒔き桜と呼ばれ人々の暮らしのなか
でいまも大切に守られています。どうぞ見学に
来てください。

（N・ｗ）

山形県介護支援専門員協会会誌
第 32 号
発行日／平成 22 年３月15日
発行人／折居 和夫
発行所／山形県介護支援専門員協会
〒990-0021 山形市小白川町 2 - 3 - 31
山形県総合社会福祉センター内
ＴＥＬ 023-615-6565 ＦＡＸ 023-615-6521
E -mail：yacm@lapis.plala.or.jp
印刷・製本／株式会社 誠文堂印刷
〒990-0043 山形市本町 1 - 7 - 50

TEL 023-632-2910 FAX 023-632-2912

12

