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松江協会の行つたアンケート結果を

ふまえて行政との懇談

]覗22年 10月

'日
にケアマネの意議調査アンケー トの結果をもってケアマネ協去

包括支援センター 松姉 介護保険課で懇談をしました

以下に懇談の内雷をまとめました

Э保険者として一増にやつていく為に必要なことは前

向きに取り組む

介護保険制度の縫特 介議支援専ll員本来の役割

を果た0
●申調の九書0ついての評価

唇猥檬関から意見書の直送などについては予算

周知方法など検討し来年度予舞化していく

基本の方漏を検討していくがお互いの協力 連携

が泌婁

医師にとう周蠅していくかが課題

意見ヨが遅い場合は連絡してもらえば市役所から

催碇する

C更新中柄■の送付時期について

早く送付すると同月内にI● 出されることがあるの

で253頃に発送している

●誦が提出月の初日に隻■することを防く目的も

ある

C中競■の公印の取う独いについて

法的根拠により松江市だけが潮貯は出来ない一法

的襦撼う窮確認と他□域などの状況調査

事業訥分即

“

む要 ケアマネの〔1鑑では駄目

Cその他

給付制限について

個人情報になるのでまoきりとした樋,!と しては

出せないが最近増10傾向にあるケアマネに対して

は [保検証に気をつけて,鰻広め運篤しか出来な

しヽ

保険証を送
`,す

る際の文章に,アマネに1:談して

くださいとの記鎚 加

`検

討する

メッセージ交換システムについて一更新時期に来

ているので実態調査必要

中止する事実l籠多くなると事業として威り立た

なくなリ メリットなど横詞

調査員やケアマネが介護度の見立てを本人や蒙娠

に伝えて違う鰐合に市にき情が来る事があるので

注意Jむ要

延lt臆知が来ることで利用者が馬 l● る場合があ

り通知しないようにならなt,か

介護保険制度上送行の義務がある 軟8後に尾果

が出ることが分かoて てヽ も処理がヨ礎

● Rこ協力いたださありがとうこざいました。
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居宅ケアマネ研修に参加して

研修に参加する目的は自分自身の知識を深め それ

を仕挙に生か0ために重要ですが 今回の研修は知識

を凛めるだけではなく f検のつながつjを作る為にも

重要な研修てした 程験年数がバラバうのケアマネが

少人数てグルーフになリ テーマといoた堅もしいも

のも魚く 業務の悩み 工夫などのきまさまな個々の

抱えていることについて話し合いのできるアットホー

ムな研修になりました 日々の業務のはみを打ち明

け それにつしヽて,ドバイスを頂くと不霧議に数近感

が勇き ケアマネ同■での繁がりが作れたように思え

ました また 島根県高齢者掘祉課の数丼さんや松江

市彗願福祉8隠査指導課の乾さんも卸わつてくださり

矮間に感していることなど 気曜に聞ける雰囲気の研

修でした

鷹廊痛静 まゆ0口藪 援事業所 il 山 善 一

ケ
'マ

ネという仕事は [l・の果がりJが大切な仕事

でユ 1;に業務のに電::でのヽいが多く その時に頸

を知oているか知らなtヽかではかなり印象が違oてくる

と言いま, それ以外でもとうしても―,こは解決でき

ないことなど栂談できる要がつができた面にでした

研修部より

居宅ケアマネ研修を10月93に開催しました

3凛||の初日にも関わらま 61名というたくさんのこ薔

加ありがとうこさいました 定期的なケアマネ同士の

連携作り 制度の動向などをテーマに開催L‐ほししヽ

との感期を,くいただきました 今後の研憾に活かし

ていきたいと思いま,

また 当日の理談会で富せられた松班市への確認事

項につt,ζ ttB 口笞が,点来ました

[住宅魏tの理由Eの2枚目は 居宅サービ
'計

画
=の2表をそれに代えても良いか,Jという質問に対して

10月128松江市介護保険課より「松江市において辱

住宅改修の連●選 ま居宅,―ビス計画この2まではな

く 従来の様式で行なうこととする Jと回答をいただ

きましたのでこ報告し_‐ ■

第8回ケアマネジャー研究大会に参加して

今回の研究大会と I●江地域め研究
'―

ムの一員と

して,―ムの中で事例を潔めていくことによつて 今回

のメインテーマである

`終

末期Jについて勉強しました

I●末期に0さ合う除 やつ・ |おしのきかない人生の

最期をいかに迎えていただくことができるか その人

介黛著人確 お麟 福藩発 足  立  新 之 介

の望もような壼期をコえていただくためには_・のよう

な閲わりをさせていただくか そして その中にケアマ

ネとしての関わり 如何ある,ポートができるか どれ

だけ力になれるのか 8々線り屁される「これでよかo
たの制 という憩い

終末期での関●つとしく 本人や主介護者の思いを

ケアに5か 0ことまもちらん それ以外の家賑や歯か

らの知■ 会いたいと思う人とのふれあいの場をいか

にして創るか ケアマネがもoて tヽ る情報をいかにして

チームに伝えていくか 思いをつなくことができるのよ

ケアマネの壼大の長所ではないかとtヽうことを確認し

ました ま● 程末期だけでなく 普段の関わりの中

からも利用していただtて しヽる人々の思いをしつかつと

受け止めながら叶えることができているのかを考えさ

せられ 振り返る良い議会となりました



船通山ハイキングに行つて来ました
"

it'い汗かいて 心身のリフレッシュしませんか,Jとの呼びかけてこの

たび リフし,シュ企画としてお洒山八イ■ングを初企画しました

10月24B(3)llか らドンヨリとした曇り空  慢しい天気  結高雨

天となり やもなく中止となつて… 残念

11■ 8B(水 ,大安 祝曰 そして賠美1穏好の日iOと 71り ました =8
間に理穐をとりあつて 寺り]したのは男支六人のメンバーでした 2台 の南

に乗り合わせ [〕うきうき新撃な山の空気を吸oて 身体中の細ねが富ん

ているJ状態てした 極めつけは 1と菫oても なめこ,1 途中で見つけた

天然なめこを合わせて山現で作った熱々のなめこ升は 最高でした  ヽ次□

は書躍かくなつてから企画したいと思います きさん足,|―電に 錮ねが喜

ぶ朦間を体怠しませんか,

心理学から 、スティンザー効果～

ケアマネの皆さんは3々 担当者会議や蔭場での一
会議,どなど 多くの場面で合議があると思いますが

結席せる場所について考えたことがありま0か
'会

議

をスムーズに進めるためには
'と

いうことで心理学で

は [スティンザー動実Jなるものが実証されています

その『スティンザー効果J ポイントは3つ +一つ―

卜は [鵜根jです

(,向かしヽ3つた人同士は相手わ発言に反論しやすい

●際に座oた人同±0同嗣しやすい

090度の位置て座ると話しやすt,(カウンセJンクボ

ツシヨン
'心理的に何が起こぅているの,と いうことで [視

線Jの出薔で,
0向かい合つた時には視線がぶつかつてしまいます

:真 o向騎員Jとはよくいoたもので 真正面に座つ

た人よりもいいことをEおう |と ついつい対抗心

硼日から御 こ立つ (かもしれない蜘 議

が出てしまtヽませ

0餞に理ることによって 視線を合わせることもない

ので同胴しや0いようです

01,手のDを見ることもてきるし はす0こ ともで

きます 視線の自由度が高く 楔適度はア,プしま

す 親身になつて話をきる時 面援の標にお言せめ

の位趨です

それし,あ 会議め際にはどう0ればいいの,と い

うことで 0真 つ向勝負になる真正面にま同じ
=見

の

人を②意見の異なる人とま隣同士で座る のはいかが

でしょう t ,
以上のことが全でに

あてままるとは言えませ

んが これを読症 くだ

さ0た方々のお役に立て

ることができたら幸い

て篤 いつもありがとう

こざいます |_1
足
=箭

之介

編集後記

記銀的な理 の夏●3ま やつと訪1,た秋をゆっく
`り

感じる間もI● く あっと言う間に寒さが到来 |

舞い散る雪の中で紅羮狩りをする一など自然に翻寿させられた一年であつたように思います

そんな寅年も残りわずかとなりました 今年 ,研 ,ξ会 多ヽく開催されました

どの研絵 にもた〈さんOS』者があり 皆さんの熱らさが伝ゎってきました

''マ
ネ協会は皆さんが 今後も前向きに

=務
に取|,組んでいくことが出来るよう その一助を担う

ことが出来ればとりつています これからも忌悸 (き たん)ないご意見をお聞かせください

それてま雪さま 良い年をお迎えください |


