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　「介護支援専門員」という
言葉を世のどれくらいの人達
が知っているでしょうか。
「医師」「看護師」という言
葉のようには知られていない
でしょう。本人や家族が介護
保険サービスを利用していた
り、利用する必要性が迫って

いる人達は「ケアマネ」という立場の者を知ること
になるでしょう。だが、「介護支援専門員」という
名称を覚えることができない人もいるのではないで
しょうか。
　「ケアマネ」という略称は「介護支援専門員」に
比べると、まだ耳になじみが出てきたかもしれませ
ん。受験対策講座のテレビCMなども放映されている
ぐらいです。「ケアマネジャー」の「マネジャー」
だけ抜き出すとなじみは増してきます。芸能界の
「マネージャー」、野球部の「マネージャー」と棒
を一本加えるとなおさらだ。
　ここまで書いて「介護支援専門員」という名称は
全然、ちっとも「よろしくない」名称だと思うにい
たってしまいました（これまではあまりよく考えて
いなかったのですが）。
　「介護」を「支援する」「専門家」と分けてみた
らよけい分からない。「介護」を「支援する」「専

門家」は介護福祉士もそうだし、社会福祉士もある
だろうし、看護師だって、PT、OTだってそのよう
に利用者にかかわることはあるでしょう。もっとあ
げたらきりがない。
　それでは、どんな名称ならいいでしょうか。
　Wikipediaでは「介護保険法において、要支援、要
介護認定を受けた人からの相談を受け、居宅サービ
ス計画（ケアプラン）を作成し、他のサービス事業
所の連絡・調整等を取りまとめる者。通称ケアマネ
ジャー。略称ケアマネ。」とあります。「計画を作
成し」「連絡・調整等を取りまとめる」ような立場
の人を表す日本語はなんだろうか…。確かに難しい。
先ほど全然、ちっとも「よろしくない」としたが、
行き過ぎた表現でした。考えた人たちごめんなさい。
きっとあれこれ苦労をしてひねり出したのでしょう。
「後期高齢者医療」という言葉よりもずっと罪が少
ないですね。
　でも、やはり、「介護支援専門員」という言葉で
はない言葉を名前として考えたい。当初、この原稿
では広報委員の立場から、協会活動の意義を非会員
のケアマネに「広く報せ」「入会を勧め」、世の中
にこの仕事の必要性を訴えようと考えました。けれ
ど、前述の書き出しから始めたら、こんな内容に発
展してしまいました。
　皆が分かりやすい日本語の名称を、自分たちで考
えていくべきではないでしょうか。
　日本協会あたりで名前を公募し、皆でどんな名前
がいいか検討してはどうでしょうか。
　そして良い名前が思い浮かぶまでは、出来る限り
「介護支援専門員」という名称を一般の人向けには
使用せず、横文字であるが「ケアマネジャー」ある
いは「ケアマネ」使用するとしたらどうだろうか。
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テーマ：「介護福祉士を資格とするケアマネの強み」
日　時：平成23年11月19日㈯　午後１時～３時
会　場：東北公益文科大学　研修センター
講　師：山田　圭子氏（東北福祉大卒）
参加者：33名
　
＝講師プロフィール＝
現　職：群馬県前橋市地域包括支援センター
　　　　西部副センター長　主任介護支援専門員
　
＝講演内容＝

 介護支援専門員の現状

　これまでの介護支援専門員実務研修受講試験の現
状から報告あり。
【第１回～第13回までの合計】
　受験者数　1,753,650人
　合格者数　523,472人　
　合格率　　29.8％
　合格率：第１回44.1％～第13回20.5％
【職種別合格者数】
　第１回～第13回までの合計
　①　介護福祉士　36.1％
　②　看護師・准看護師　29.1％
　③　相談援助業務従事者・介護等業務従事者　10.7％
　第13回
　①　介護福祉士　68.3％
　②　社会福祉士・相談業務従事者・介護等業務従
　　　事者　10.6％
　③　看護師・准看護師　8.6％
【保有資格分類】
　介護福祉士資格保有者は介護支援専門員全体の60.9％
　
～以下第79回社会保障審議会介護給付費分科会資料
より抜粋～

 ケアマネジメントを実践するうえでの課題

＜実務経験別＞
　・「アセスメントに必要な情報が集まらない」「提
　　供可能なサービス量が少ない」といった課題が
　　挙げられた。
　・業務経験年数が少ない介護支援専門員ほど「ア
　　セスメントに必要な情報が集まらない」ことを
　　課題としてあげる傾向がある。
＜資格分類別＞
　・介護福祉士のみ保有者は他の資格分類よりも
　　「アセスメントに必要な情報が集まらない」こ
　　とを課題として挙げる傾向がある。
　
　

講師の話
　医師や看護師は教育課程の中でアセスメント・プ
ランニングは学んできているので業務としてできて
いる。しかし介護福祉士は様々な教育課程があり、
アセスメントの仕方をきちんと学んで来ない場合が
多いようだ。記録はきちんと揃っているが分析がで
きていなかったり、情報は集めるが課題を見つける
のが苦手だったり。情報が集まるのを待っている場
合もある。ケアプラン作成時プロセスをふまないで
サービスに繋げる傾向がある。自分の欠点を知った
うえで対応する必要がある。看護職のアセスメント
力を学ぶ事も大切。
　
医療との連携に於ける課題
　・「医療・リハビリに関する知識に自信がない」
　　「病院・診療所を訪問することにためらいがあ
　　る」「医師の協力が得られない」が上位に挙げ
　　られた。
　・業務経験年数が短いほど「医療・リハビリに関
　　する知識に自信がない」「病院・診療所を訪問
　　することにためらい」の回答割合が高い。
　・福祉系、介護福祉士、医療／福祉系かつ介護福
　　祉士は「医師の協力が得られない」を挙げる傾
　　向がみられる。
介護支援専門員の質の向上に取り組む上での課題
　・「法律・制度の理解」を課題として認識。
　・業務経験年数が短いほど「法律制度の理解」
　　「疾病・リハビリテーションの知識の理解」を
　　課題として挙げる傾向。
　
講師の話
　介護支援専門員の名刺に介護福祉士と書かれてあ
ると医師から「あんたに分かるわけがない」と言わ
れた事があったが自分で良い関係作りをしてきた。
介護保険制度がはじまった時に比べれば医師も寄り
添うようになったと感じる。
　
～以下平成21年度公益財団法人大同生命厚生事業団
地域福祉研究助成　福祉系介護支援専門員の医療
ニーズの把握状況と研修に関する研究より～
「福祉系介護支援専門員の医療ニーズの把握状況と
研修に関する研究」
　
【目　的】
　近年増加している医療ニーズのある在宅要介護者
への支援において、介護支援専門員には福祉サービ
スと医療サービスの両方を適切に位置付けたケアプ
ランの作成が求められている。そうした中、東京都
介護支援専門員実務研修受講試験に合格する70％以
上の者の基礎資格が介護福祉士や社会福祉士、精神
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日本介護専門員協会

都道府県支部長会議の報告
一般社団法人　山形県介護支援専門員協会　研修会報告
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日本介護専門員協会

都道府県支部長会議の報告

保健福祉士といった福祉系の専門職となっており、
介護支援専門員が在宅要高齢者の医療ニーズへ適切
な支援を行うことができるのかという課題が浮上し
ている。（抜粋）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【他者からみて→訪問看護師によるグループワークの
インタビューから】
・福祉系介護支援専門員によるアセスメントで不
　十分であると考えること
　①　利用者の心身状態を把握していない
　②　疾患・症状が理解されていない
　③　心身状態の把握に必要と考えるアセスメン
　　　ト項目
　④　サービス導入の判断

【自らの気づき】
（福祉系介護支援専門員によるグループインタビュー
　内容の分析から）
・ケアプランへ医療系サービスを位置付けようと
　考える利用者の変化と気づき
　①　家族要因
　②　生活状況の変化
　③　ターミナル
　④　医療行為
　⑤　服薬管理
　⑥　心身状態の変化
　⑦　退院時
・利用者の体調の変化に関する情報を得る方法
　①　家族
　②　地域住民
　③　他事業者
　④　ケアマネが状態を確認
・　利用者の心身状態の把握
　①　心身状態の変化への気づき
　②　バイタルサイン等の判断

【指摘されていること】
・ケアマネジメントはチームアプローチを基本と
　して利用者への支援を行うことから、他職種か
　らの情報によって利用者の心身状態の変化を把
　握することに課題があるとは言えないが自らの
　目で確認や判断を行っていないという実態がある。
・医療知識が不足しており、疾患、症状について
　の原因、今後の成り行きや見通しといったこと
　についての考え方や判断が不十分。

講師の話
　利用者の体調の変化に関する情報を得る方法で④
のケアマネが状態を確認とあるのには驚いた。他の
方から聞いた状況で判断していることが伺える。そ
うらしい。とかそうだったらしい・・・・とか。
　自らの体験から判断してしまうこともある。「昨
日から腹痛を訴える。きっと悪い物を食べたん
だ・・」と。
　リスクをどう考えるか。仙骨部に褥創ができたと
する。何時から？と聞くと３ヶ月前から赤かったと
答える。情報はつかんでいますが予測や判断をして
いない結果ではないか。

 自らの体験から

特別養護老人ホームで暮らした９年間を振り返る
・タイムリーな情報伝達が下手
・表現が下手→要点を人にまとめて伝えるのが下手
・記録が苦手→事実は書けるが考察は苦手
・指示待ち→言われた事は言われた通りにできる。
　しかし自分で判断し行動するのが苦手
・…でも苦手や下手なことばかりではない。

 介護の視点だからできること

ガンのターミナルケアの事例から
・余命３ヶ月と言われたＡさんの思いは「毎年み
　んなで行くお花見にもう一度行きたい」今は12
　月　桜が咲くまでにはまだ遠い。
・主治医は「叶えてあげたいけど無理かな？」
・介護者である奥さんは「・・桜が咲くまで・」
・Ａさんの体を心配するものの、家に帰りたいと
　言う思いを叶え自宅に帰ることになった。
・Ａさんを担当している介護福祉士を基礎資格に
　持つケアマネが心に決めたことは
　①本人の望む事を何かしたい
　③　家を病室にしない
　④　花見ができるよう周りの人を集めた
　　　→生活の視点で見られること＜強み＞

 これからの課題

・介護福祉士だからできること
・介護福祉士でしかできないこと
・介護の専門家としての誇りとプライド
・暮らしは継続、生活は線の上で動く
・先の見通しと暮らす力の後押し
　
講師の話
　生活の後押しは生活を知るところから始まる。暮
らしの視点でみると何が提案できて暮らしが改善で
きるかが見えてくる。
　最後に、本人の立場、家族の立場に立ってケアプ
ランを立てること。又深入りし感情が入り過ぎると
見えなくなることもあるので注意する必要がある。
実は弱い立場の高齢者から私達がケアを受けている
のです。



　
　
と　き　平成23年12月３日㈯　16：00から
ところ　ホテルサンルート山形
参加者　折居、島崎、佐藤（裕）、星川、山﨑、
　　　　丹野、伊藤（喜）、伊藤（義）、加藤（市）、
　　　　皆川、阿部、岡嵜、小野、高木、村山、
　　　　吉田、加藤咲、佐藤、荒井、峯田、榎本
　
１．委員会活動について
⑴研修：第１回研修会報告（報告頁参照）。
⑵サポート：相談件数10月72件、細かい質問
　が増えている。
⑶広報：11/15発行分についてはカットせざる
　を得ない原稿が出た。タイムリーな会誌と
　するためにも回数を増やしたいとの提案が
　あった。HPの活用やメルマガによる方法、
　また以前４回から３回に減らした経緯もあ
　ることから委員会内部で再度検討、継続審
　議とされた。
⑷調査・研究：「居宅介護支援費への利用者
　自己負担導入」に関するアンケートを会誌
　第２号に同封する。「福祉用具に関するア
　ンケート」については委員会で回答する。
⑸財務：会費未納者へ督促等収入の確保に努
　めたい。
⑹総務：H23.11.30現在の会員数530名。会員名
　簿から関係団体に属している方を抽出する
　よう団体推薦理事の方に協力を依頼。
⑺研修受託事業：専門研修Ⅱについて結果報
　告、今後はアンケートの集約を行う。
　
２．各支部活動について
⑴山形地区：第40回研修会を11/13開催。第41
　回は２/17開催予定。
⑵村山地区：第２回研修会を10/30開催（相続
　と遺言、成年後見制度）。
⑶置賜地区：第２回研修会12/10予定。支部と
　しては、実務の提供を主眼として取り組み
　たい。
⑷最上地区：研修「緩和ケアについて」を県
　立新庄病院等関係機関と連携をとり開催。

⑸庄内地区：研修会を合同で開催。広報誌を1
　月に発行予定。

３．一般社団法人日本介護支援専門員協会のアン
　ケートに対する回答について
⑴倫理綱領に関するアンケートについて
　「倫理綱領」について、その現在の周知方
法の確認とそのことに対する意見が求められ
た。内容が確認され、回答案が承認された。
なお倫理綱領を本会HP掲載の要望があり了
承された。

⑵代議員選挙に関するアンケート
　WEB投票の投票率アップの対応策につい
て意見を求められた。当会としては、「興味
を引くように盛り上げる。」、「選挙について
知らない人を作らない。三層構造をしっかり
使う。」、「周知の方法はメルマガ・広報紙な
どで何度も行ったほうが良い」、「WEB投票
の作業を単純化する」などの意見を提出する
ことが承認された。

　
４．平成23年度新規入会者の承認について
　４名の入会申込者あり。入会を会費納入後と
の前提にて承認された。
　
５．諸規程案について
　「運営規則」、「会計処理規定」、「旅費規程」、
「慶弔規定」がそれぞれ提案された。一部修正、
削除し、次回理事会に成案を提出することとさ
れた。
　
６．報　告
⑴日本介護支援専門員協会平成23年度第２回都
　道府県支部長会議について
・「居宅介護支援費に自己負担導入」に対して
　29支部で反対決議を行った。
・「災害対策机上訓練」（１/９・１/23）
・「全国介護保険等担当者会議」（３/26又は
　その前の週当たり）開催予定。伝達講習を　
行う予定。　
⑵平成24年度社会福祉制度・予算要望事項に　
ついて（県との懇談会）
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常務会・理事会報告

平成23年度　第３回理事会報告
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　当協会要望事項（委託事業２件）につい
ては、H24年度も継続、調査・研究事項につ
いては今後検討していきたい旨の回答があ
った。また、県からH25年度に地域医療との
連携に関するモデル事業をやれないか一緒
に検討していきたいとの発言があった。

　
　
　
と　き　平成24年２月12日㈰　10時から
ところ　山形国際交流プラザ
出席者　折居、島崎、佐藤（裕）、星川、遠藤、
　　　　山﨑、丹野、佐藤（知）、菅原、大沼、
　　　　伊藤、加藤（市）、藤橋、荒木、岡嵜、
　　　　小野、佐藤、高木、富樫、星、村山、
　　　　加藤咲、荒井、峯田、柴田、榎本
　
１．各委員会活動について
⑴研修：佐藤（裕）副会長、高木理事からの介
　護報酬改定についての伝達講習会開催予定。
⑵サポート：１月相談件数減少。２月は増加。
⑶広報：会誌３号編集作業中。
⑷調査・研究：「居宅介護支援費の利用者自
　己負担導入意見に関するアンケート」報告。
　反対意見多数。
⑸財務：会費未納者あり。対応について検討。
⑹総務：例規関係を整備した。
⑺研修受託事業：専門研修後のアンケート集
　約報告。９割以上の受講者が理解できたと
　回答。庄内会場（Ⅰ）の要望、６月からの開
　講など意見あり。
　
２．各支部活動について
　山形、最上、庄内、村山地区支部より報告
あり(地区支部報告頁を参照）。
　
３．介護保険改正の伝達講習について
　３月24日㈯山形地区にて、26日㈰庄内地区
にてそれぞれ開催予定。各研修会にて参加者
から質問を受け付け、ホームページ「掲示
版」への質問と合わせ整理し、県へ提出し回
答を求めていく。回答は「掲示版」に掲載し、
総会にても報告することとなる。
　
４．来年度の事業について
⑴広報委員より　会誌発行回数について：よ
　りタイムリーな情報提供をしていくために、

平成23年度　第４回理事会報告

　年３回→４回の発行を検討。予算上の兼ね合
　いあり。具体的な見積もりを得てあらためて
　決定していく。
⑵調査・研究委員より　調査内容の決定につい
　て：具体的な調査内容の決定が委員のみでは
　難しい。意見が欲しいとあり。県から調査内
　容の要望あれば、助成も受けられる。確認し
　て行くことになる。また、非会員への入会に
　ついてのアンケートなども会員とともに行う
　ことができるのではとの意見もあり。
　
５．諸規定の制定について
　第３回理事会において制定された諸規定に加
え、「嘱託職員及び臨時職員取扱い規則（案）」
が提案され、承認される。
　
６．支部助成金について
　支部助成金について、会費未納者がいた場合
の対応について、会誌・研修会案内などの会員
サービス（現在は年内は発送している）も合わ
せて検討される（財務委員会報告頁参照）。
　結論として、支部助成金は４月会員数で支払
い、会費未納者がいる場合は翌年度に清算する。
会員への発送サービスは、督促の機会にも利用
しながら（督促状や納入状況の封書への記載な
ど）行っていくこととなる。
　
７．新規入会者について
　平成23年12月１日以降１名の入会者あり。承
認される。現会員数531名。
　
８．報　告
・山形県在宅歯科医療連携推進室事業実行委員会
　星川理事より。２月１日㈬開催。当会からは
　荒井監事が参加。
・山形県在宅医療推進協議会について
　折居会長より。
・介護支援専門員試験について
　島崎副会長より。今年度の合格者202名、合
　格率11.1％であった。そのうちの70％程度が
　介護福祉士とのこと。実務研修にて会員の勧
　誘を行った。
・日本協会主催「災害対策机上訓練」について
　佐藤副会長より。１月23日㈰開催。
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　村山地区支部では、第３回研修会として寒河江
市西村山郡医師会主催の主治医研修会に参加させ
て頂きました。今回の参加者は医師、歯科医師、
ケアマネジャー等31名。会場では、「先日はお世
話様でした。」「ご無沙汰しています。」等の挨
拶が交わされ、医療・福祉の連携が深まり、医療
関係者と自然に交流ができている事を感じます。
日　時：平成24年１月19日㈭　18時30分～
会　場：寒河江市西村山郡医師会館ホール
テーマ：「震災経験を経て考える
　　　　　　　　　新たな地域多職種連携」
講　師：三條外科胃腸科医院副医院長　
　　　　三條　篤史 先生（天童市）
内　容：東日本大震災後、多賀城市に日本各地か
　　　　ら集まった多職種混合チームで避難所の
　　　　巡回訪問を経験した。
・山形県の在宅死割合は低下傾向だが2030年90
　万人を超える団塊の世代をどこで看取るのか？
・津波に流され、カルテ等の全ての情報がなく
　なってしまった事で、今後の管理はどうする
　のか？
・多職種連携の必要性と情報の保存・共有・連
　携のあり方はどのようになるのか？
　等を思い、ITC連携システムによる地域多職種
連携の実践を考えている。医療情報の電子化をは
かり診療の効率化を実現し、医療関係者の情報の
共有のみならず、関わる地域多職種も同じ情報が
共有でき、いつでも連携ができ、モバイル、クラ
ウドを使い、担当者会議や情報提供、連携を行う
ことも考えている。
　実施に当たってはいろいろな課題があるのでし
ょう。課題を解決しながら、システムが進行して
いくと思います。多職種の一員として、倫理綱領
を遵守し、時代に遅れないように前進したいと思
います。
　
　

　平成23年11月13日㈰　13時30分～15時30分ま
で、霞城セントラルビル３Ｆにて第40回研修会
を開催しました。テーマは『元気になるケアマ
ネ ～困難事例を乗り越えるコツを知ろう～』で、
『笑う介護士』袖山卓也先生をお招きしました。
先生は、全国をまたにかけて講演なさっており、
大変お忙しい方です。
　介護保険制度のあり方やケアマネの業務内容
について、とても熱く語ってくださり、引き込ま
れる語り口は時間の経つのも忘れるほどでした。
　終了後、サインを貰う人もおり、人気の高さ
が伺えました(^O^)ぜひ、また山形へ来ていただ
けたらと思います。参加者は28名でした。 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　また平成24年２月17日㈮　19時～21時まで、
第41回研修会を開催しました。テーマは「大腿
骨近位部（頸部）骨折について」、済生会山形
済生病院統括診療部長である石井政次先生から
ご講義頂きました。とても分かりやすく、症状、
治療法（手術のビデオもあり）、リハビリ、急
性期病院と地域の病院、かかりつけ医との「地
域連携パス」を用いた連携の状況、そして予防
法と「近位部骨折」をめぐる全体を解説して頂
きました。参加者は約20名でした。
　
　
　

地 区 支 部 報 告
（山形・村山・最上・庄内・置賜）

村山地区支部山形地区支部
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最上地区支部　
　
○役員会
第６回：平成23年12月19日㈪　第三回研修会に
　　　　ついての打ち合わせ（内容等）
第７回：平成24年２月29日㈬　第三回研修会に
　　　　ついての打ち合わせ（役割分担等協議）
第８回：平成24年３月８日㈬　第三回研修会の
　　　　案内、封筒詰め、郵送、手渡し等
○研修会（予定）
第３回：平成24年３月23日㈮
場　所：新庄市民プラザ
内　容：次期介護報酬改定についての勉強会（仮題）
　
　
　
　平成24年１月28日㈯　10：30～12：30に三川
町ふれあい館において庄内地区支部第24回研修
会を開催しました。
テーマ：「ショートステイ利用者の支援について」
　今回は、会員以外の施設職員などの参加者が
多く、参加人数44名でした。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ショートステイの相談員３名の方からと居宅
のケアマネ２名の方から、それぞれの現場での
現状と課題について報告いただき、それぞれ特
徴ある活動を知る機会となりました。その後、
グループワークでケアマネジャーや介護職員と
一緒になって情報交換を行い。今の課題等を共
有する事が出来ました。
情報提供において、１日の流れを５Ｗ１Ｈで情
報に活用すること、「ショート利用時状況報
告」などの参考となる資料や生の情報を話し合
う事が出来ました。また居宅のケアマネは、シ

ョートステイ事業所に対して、状況を予測しなが
ら情報提供するなどたくさんの事を色んな角度か
ら気づき合う事ができました。
～アンケート結果から抜粋～
・ショート事業所との情報交換は初めてで、事業
所の立場を理解できた。
・一方通行でない情報交換や情報の共有が必要。
・ショートはほっとステーションである。家族に
とっても本人にとっても素敵な場所となれるよう
に支援していきたい。
・笑顔でショートに行き、生活の質が高められる
ようなケアができるように支援したい。ets.
　
　
　
　平成23年12月10日㈯、14時より南陽市えくぼプ
ラザにおきまして、平成23年度第２回研修会を開
催いたしました。今回は、ケアプランセンターソ
ラーナ管理者であり、介護支援専門員でもあり、
更に山形県介護支援専門員養成研修講師もしてお
られる成澤正則氏に、「介護報酬算定等にあたっ
ての具体的留意事項」について講義をしていただ
きました。92名（内会員40名、非会員52名）とい
う大勢の参加者がありました。
　居宅サービス費の算定、訪問介護の報酬算定、
訪問看護の報酬算定、通所介護・通所リハビリテ
ーションの報酬算定、住宅改修、特定福祉用具販
売など具体的にわかりやすく講義をしていただき
ました。介護支援専門員の実務に直接関係する内
容のため、みなさん意欲的に講義を受けていました。

庄内地区支部
置賜地区支部



書籍紹介

　「いかに簡単・手軽につくれるか」を前面的に押し出した料理本です。
　高齢者は食事が大事・栄養大切と、口で言っても実際に食べられなければ意味が
ない・・・料理は手を加えれば加えるほどおいしくなるもの・・・でも残り物や市販
のお惣菜でもおいしい料理が出来れば最高！！
　高齢者の健康維持や介護予防の第一歩は「何でもいいから作って食べること」。こ
の本は写真もたくさん・文字も大きめになっていて高齢者でも見やすくなっています。
料理も「へえ～」「これなら出来るかも」と思える「お惣菜のから揚げと冷凍野菜を
使った煮物」や「ちょっと作ってみようかな」と思える食パンと市販のプリンをレン
ジをかけた「パンプディング」等・・・超簡単・お手軽料理ばかり。
　ケアマネさんはじめヘルパーさん、忙しい主婦の方やちょっと手を抜きたい時にも
使えるレシピが載っているお勧めの本です。

「介護予防の為の高齢者のかんたん手料理」
発行所：株式会社日本医療企画　　　　
編　集：ヘルスケア・レストラン編集部

相談窓口（ケアマネ110番）より
このコーナーでは、山形県介護支援専門員協会相談窓口に寄せられたご相談と回答などをお伝えします。

　一人暮らし高齢者で、病院に入院されていた方が退院され、自宅には戻れず、宅老所に入所すること
になった利用者がいます。宅老所は住宅型有料老人ホームと聞きました。病院では介護支援指導料の関
係で、病院で実施するように言われました。病院に入院中に看護師から情報提供を受け、居宅サービス
計画書原案を作り、退院カンファレンスとサービス担当者会議を開催しました。基準ではアセスメント
は居宅で行うことになっており、忠実に考えれば、居宅でないのでダメでしょうか。退院の翌日から通
所介護サービスの利用開始となり、その場合は減算対象でしょうか。
　
　
　
　宅老所（住宅型有料老人ホーム）に入所されるとの事ですので、事前にどのようなところかを介護支
援専門員は把握すべきでしょう。有料老人ホームも居住と考えれば居宅と同様にとらえてよいでしょう。
省令13条７号規定では「介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメン
ト」という。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければな
らない。」とありますが、例外規定があり、13条17号「介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又
は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、
あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。」とあり、介護保険施設等には、医
療機関の場合も含まれ、この場合「居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サー
ビス計画の作成等の援助を行うものとする」ということです。
　したがって、病院においてでも、利用者と面談を行い、あらかじめ入院先の医療機関でアセスメント
に基づき、居宅サービス計画原案を作成し、サービス担当者会議を開催することになります。基準に従
いきちんとした業務を行えば減算の必要はないと考えます。

質　問

回　答

初回アセスメンの場所 
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　例年、秋の訪れとともに相談件数も減ってき
ていますが、各事業所において業務が順調に遂
行しているからでしょうね。ただ一人ケアマネ
さんから、「どこの誰に相談してよいのかわか
らない」と耳にすることが少なくありません。
「ケアマネ相談事例集」を発行しましたので、
参考にしていただけたらと思っています。会員
の皆様へはお送りしましたが、非会員で欲しい
方は事務局までご連絡ください。印刷代（千
円）にてお分けしています。また、サポート委
員会では、会員ケアマネからの相談のみなら
ず、非会員ケアマネからの相談にもお答えして
おりますので、ちょっとした質問でも遠慮なく
ご相談ください。入会していただけたら、より
幸いです。　　　　　（委員長　荒木　昭雄）

サポート委員会

　一般社団法人としてスタートし、山形県から
の受託を受け介護支援専門員専門研修Ⅰ・Ⅱを
終了することができました。これからは会員数
を増やし、さらに力をつけていくことが専門職
として影響力のある団体になれると考えます。
今年は介護報酬改正の年ですが、会員の皆様が
不安なく仕事ができるように全力でバックアッ
プいたします。一緒に活動していきましょう。

（委員長　島崎　みつ子）

総務委員会

　記録的な大雪の中、利用者さん宅への訪問は
さぞ難儀されたこととお察しします。さて、平
成24年度介護報酬改定の概要が出ました。今
後、掲示板等への質問が増えることと思われま
すが、回答する私たちも情報不足の状態です。
頑張って情報収集に徹していきたいと思います。

（委員長　遠藤　彰則）

研修委員会

　皆様のご協力で、山形県から受託した介護支
援専門員専門研修課程Ⅰ,Ⅱとも無事に終了する
ことができました。アンケート集計の結果、回
答率90％、研修の内容について、理解できた、
おおむね理解できたとの回答が70～80％でし
た。研修企画の面では、昼休憩が少ない。お盆
前の研修は控えてほしい、庄内での開催、施設
についても触れてほしい（専門研修Ⅰ）の希望
などの記述が多く見られました。
　来年度の研修計画の参考にしていきたいと思
います。　　　　　　 （委員長　村山　正市）

研修受託事業委員会

　前回の会誌に同封させていただいたアンケー
トの結果をまとめました．回収は62通と少なか
ったのですが，貴重なご意見をいただきまし
た．結果をこの会誌の９ページに掲載しており
ますので，どうぞお読みください．今後も会員
の皆様に，時々このような形でご意見等をうか
がっていくことがあると思いますので，ぜひご
協力ください．　　　　（委員長　丹野克子）

調査・研究委員会

　今年度は年３回の会誌を、「ケアマネ通信
やまがた」と新たな形で発行いたしました。
内容としては任意団体だったころの多くを踏
襲していますが、できるだけタイムリーな情
報提供と、できるだけ理事・役員以外の会員
とそして協会外からの原稿を頂き、広がりの
ある内容を意識してきました。皆様からのご
意見もよろしくお願いします。

（委員長　佐藤　知生）

広報委員会

　事務局より、会費納入に関して連絡を差し上
げることがあります。自動引き落としの手続き
をまだ行っていない方、手続きは完了しても残
高不足で会費引き落としができず会費が未納と
なっている方などです。会員の皆様のご理解に
より問い合わせの件数は年々減ってはいます
が、今年度は80名超の方が該当しました。　
　事務労力削減の為、ご協力をぜひお願いしま
す。会費未納で一度会員資格を失いますと、研
修会の案内様々な情報、会誌等がお手元に届か
なくなってしまいます。また、退会の場合は、
事務局まで速やかに連絡をお願いいたします。

（委員長　岡嵜　千賀子）

財務委員会
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平成23年11月28日㈪　山形県長寿社会課長との懇談会（平成24年度県への予算要望への回答）
（島崎副会長出席）　

平成23年12月17日㈮　日本協会第２回都道府県支部長会議（島崎副会長出席）　
平成23年12月19日㈪　在宅歯科医療連携室事業検討会（佐藤副会長出席）
１．平成23年度在宅歯科医療連携室事業計画について
①課題
　訪問歯科診療を始めようとする歯科医師のサポート、歯科診療のニーズを持つ在宅療養者（要介護者
を含む）が歯科診療を受けようとする時の相談窓口として、さらには、歯科訪問診療の際の他職種との
連携を調整する窓口として在宅歯科医療連携室が設置されたことを如何にして知らしめるか。

②歯科訪問診療実施状況の調査報告
　山形県は歯科訪問診療をしている歯科医師は多いが、１人１人が取り扱う件数は少ないというのが特
徴。また、施設への訪問診療は多いが、在宅への訪問件数は少ないことも報告された。なぜ在宅への訪
問診療の件数が少ないかは、紹介数が少ないためとのこと。
   こうした議論から、他職種との連携していくために特に訪問看護との連携、次に包括支援センターや
在宅介護サービスとの連携を強めて行かなければならないことが明らかになり、次回の会議からは出席
者を見直し、会議を開催したいとのことであった。

２．歯科訪問歯科診療協力医マップの作成について
　マップ（例として山形市）を作成し周知の一手段にしたい。出席者からはさらに詳細な情報も付け加
えられた方が良いとの意見が出された（例：摂食嚥下も出来るなど・・）。
※会議に出席しながら考えたこと・・・・・・。当協会の13？の職能団体から選出されている理事か

ら「他・多の職能と連携したい」というニーズを出してもらうこと、それを整理しても良いかな？と思

いました。私自身、面倒くさがりなので、様々な会議で似たような「連携」を話しあいますが、もう少

し効率的に話し合えないかなぁと感じています。（実現は無理でしょうけど。。。）

　話は変わりますが・・・・・

　私が入れてもらっているＭＬで最近話題になっていることが「ケアマネ試験、最低合格率」というタ

イトルでのやりとりです。その中での中心話題は、ケアマネの質、中でも倫理教育の部分でした。それ

を問題視して書き込みする先生は、歯科医師が多かったです。全国には、こんなひどいことをしている

ケアマネもいるのかという事も書き込まれていました。しかし、一方で鹿児島の開業の先生らは、「優

秀なケアマネに恵まれていて、凄いケアプランを作成してもらった時には、ケアマネを抱きしめたくな

一般社団法人　山形県介護支援専門員協会会誌　　平成24年３月15日　第 ３ 号
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7,658名　
　平成23年11月18日より、日本協会から依頼のあった上記署名活動についての報告が日本協会からあり
ました（平成23年12月19日時点）。山形での署名数が上記の数字です（全国合計は170,350名。１月最終で
は182,393名）。この数字は関西以北においては最多の数字でした。ちなみに全国での最多は大阪府で
19,800名で実数では山形の3倍近い数字ですが、人口比で見ると山形は0.7％、大阪府は0.2％であり、
大阪府を優に凌ぐものでした。これは私たち介護支援専門員の日頃の活動を誇りに思っても良いものと
考えます。署名にご協力して頂いた皆様に、感謝申し上げます。

～会の動き～～会の動き～～会の動き～～会の動き～～会の動き～～会の動き～～会の動き～

居宅介護支援費の利用者負担導入に反対する署名活動について（報告）



る」と書き込んでいました。葬儀参列のお礼で家族が、故人のケアプランをすべて読み上げたというエ

ピソードの紹介がありました（家族がケアマネに感謝していたからだという理由です）。

「ケアマネになりたい！」というのはどうしてなのかなぁと問いかけている先生も居ました。

「初期のケアマネが質を悪くしている」という見解も・・・（私も第１期ですから、“悪”です）。　
平成24年２月１日㈬　同実行委員会（荒井監事出席）　　　
　上記連携室事業を具体的に推進するため開催された。県歯科医師会、看護ケアネット、歯科衛生士会、
東北大などからメンバーが参加。厚生労働省からの助成事業。がん患者への歯科的アプローチについての
リーフレット作成をしていく。年４回の会議開催の見通し。　
平成24年１月８日㈰　山形県接骨師会新春祝賀会（佐藤副会長出席）　
平成24年１月18日㈬　在宅療養推進にかかる検討会ワーキンググループ（山崎理事出席）

○　会員登録事項に変更（住所、氏名、所属等）がある方は、速やかに届出をお願いします。住所

　の変更届が出ていない場合当協会からのお知らせや会報が宛先不明で返送されてきます。　

　（当協会HPより変更届をダウンロード又は事務局へ用紙を請求）

○　年会費をまだ納入されていない方は至急納入してください。

　定款第10条により、１年以上会費を滞納した場合は会員資格を喪失することとなります。ま

た、入会届を提出しても入会金及び年会費を納入されていない方は会員として承認されておりま

せん。至急納付してください。

＜事務局から＞
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～会の動き～～会の動き～～会の動き～

　平成23年11月，社会保障審議会介護保険部会で「居宅介護支援・介護予防支援」の報酬・基準見
直しの方向性が審議されました．これには，居宅介護支援費に利用者の自己負担を導入しようとい
う議論が含まれていました．これに対して本会では全会員に対し，ケアマネジメントの利用者負担
に対する意見把握を行いました。 
　アンケート方法は，調査票を平成23年１月発送の会誌に同封し，回答はFAX，郵送，e-mailに
よって回収しました．会員数（発送数）534名のうち，62名から回答を得ました（回収率11.6％）．
　

≪アンケート結果の概要≫
・回答者のうち，現在，介護支援専門員業務に従事しているかたが53名（85％）でした．
・利用者自己負担導入について，「反対」が54名（87％）と圧倒的に多く，「賛成」と「どちらでも
　ない」がそれぞれ４名（６％）でした． 
・反対の理由には，利用者の経済的負担が増えるのではないか，公正・中立的立場維持が難しくな
　るのではないか，自己作成者が増えた場合の問題の指摘，その他がありました． 
・賛成の理由には，ケアマネジメントが介護サービスのひとつであることを踏まえて，自己負担は
　当然という意見や，サービスの質向上につながるという意見がありました． 
　

アンケートにご協力いただいた会員の皆様，ありがとうございました．
また，アンケートに限らず，ご意見をお持ちの方は，遠慮なくお寄せください．

居宅介護支援費の利用者自己負担導入意見に関するアンケート　結果報告



山形県介護支援専門員協会会誌
第34号

（旅の効能）
　介護支援関係者の皆さんが日夜様々なかたちでご
努力されていることに敬意を表します。大変なお仕
事ですので、疲労やストレスから逆に医者の不養生
というべき精神状態に陥ったりすることはないでし
ょうか？私は以前、衛星通信技師でしたので、一寸
それらしいお話をさせていただきます。皆さんがい
つも乗っている車に付いている便利なカーナビは、
最低３個の衛星を受信しなければ機能しません。三
方向から測距し、緯度、経度、高度のデータからそ
の位置を確定できるのです。人間も同じです。過労
働や介護などの汲々とした仕事をしているなか、ひ
とつのことで頭の中がいっぱいになってしまうと、
自分が何者なのか、自分の立ち位置がどこにあるの
かが分からなくなってくるのです。１個の衛星しか
受信できない状態です。ときにそれは自律神経失調
症という症状に？心を硬化させないためには、意識
の一部を外に飛ばして離れたところから自己を見つ
めることが肝要です。衛星をつくるのです。昔はス
ローライフの生活。オフの時は家庭菜園を育てるこ
とや魚釣り、山菜採りなどにいそしむゆとりがあり、
これが衛星になっていました。もし時間がとれるな
ら、旅がとても有効だと思います。準備をするとい
う自己啓発、時間やルートを気にする頭の回転、旅
行先でのハプニングや人とのふれあい。旅は、もう
ひとりの自分が何かを問いかけてくる場でもありま
す。一緒に来られなかった人を喜ばすために、お土
産など買おうかという心のゆとりと優しさも生まれ
たなら、ケアのお仕事の糧にもなるでしょう。暖か
くなれば行楽の季節。カーナビを駆使して、近くで
もよいから出かけてみては？
　　　　　　　　　　　　（森村廉　作家・洋画家）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　カメムシの多い年は大雪なんだって～が大当たり
の今年の雪。居宅で過ごされた方も通所をご利用さ
れた方も大変な思いをされたのではないでしょうか。
　そしてまもなくあの震災から１年です。
　まだまだ復興の道のりは遠いですが、春はすぐそ
こまでやってきています。頑張りすぎないでと声を
かけ、思いやりの気持ちを大切にしていきたいと
思っています。　　　　　　　　　　　　（i.kiku）
　
　小学２年生の二男とスキー場通いが続いています。
先日ジュニアバッジテスト４級を合格しました。仲
良しの同級生とともに合格でした。子供の成長を見
るのはうれしいものですが、離れていくのがさびし
いです。　　　　　　　　　　　　　　　（S.O.T）
　
　今年は、平成18年豪雪に次ぐ規模の積雪で朝夕共
に除雪が大変でしたね。我が家も今年は２回雪下ろ
しを行いました。今年は雪が多いと言うより、氷の
壁でした。早く綺麗な花の季節が待ち遠しいです。

（N．W）
　
　もうすぐ新年度、新しくなる事がいっぱい。新制
度、新職場、新仕事、新仲間、基本を忘れずに置い
ていかれないように努力をします。　　　  （なな）
　
　あれだけ降った雪も少しずつ消え、ようやく春が
近づいてきた感じです。が…目の前には法改正…春
はもう少し先か↓　　　　　　　　　　　　  （H）

「介護支援専門員」を
　　　　変更しませんか？
「介護支援専門員」を
　　　　変更しませんか？
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ケアマネ通信　やまがた　No. ３【あなたの投稿募集】
　会員の皆様からの投稿を募集しています。希望
のある方は連絡ください。
広告掲載について
　広告掲載についても出来る限り応じます。
　　　　　　　　（当会規定の広告料あり）
連絡先　〒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
　　　　山形県介護支援専門員協会広報委員会
　　　　Tel　０２３－６１５－６５６５
　　　　Fax　０２３－６１５－６５２１
　　　　E-mail　yacm@lapis.plala.or.jp
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