
大森新会長のもと、新しい役員メンバーも力□わり、

新体制で 24年度を駆け抜けました。

その中で、一番 E口 象に残つたのは、団士郎先生を招

いて講義を受けることができたことです。過去に見

ない参カロ者人数で、会場はぎつしり満員でした。い

つかは、実現できればと思つていたので、願い続け

れば夢 |よ叶うということを実感しました。参カロ者の

方々からは、「どうもありがとう」との言葉を頂き、

ますます胸を熱くしたのでした。

今後も、会員の皆様にとつて、魅力ある研修を企

画し一緒に学ぶことができるようにしていきたいと

思います。

又、松江協会では情報提供書の統一書式や医師と

の連携票を作成し、見直しをかけながら利用の拡大

を図つてきました。利用率は高く、かなり浸透して

きています。しかし、未だにその存在や利用方法を

矢□らない方もある様子で、医師側から「連絡票を矢□

らないケアマネがいる。」との指摘を受けました。

そこで、松江市におけるケアマネ業務について、新

人、ベテランを問わず全てのケアマネが安心して仕

松江地域介護支援専門員協会

副会長 河 野 美波子

事ができるように松江市版マニュアル作成に取り組

み、完成にこぎつけました。いよいよ 4月 には皆様

に発信することができます。

カロえて、ケアマネの質の向上が問われる中で、行

政 。包括支援センターと共に松江市事例検討会に取

り組んできました。

これらの活動について、他圏域からも良い評価を

得ており、形として足跡を残すことができました。

松江協会は、常に会員の皆様に身近な存在であり

たいと思つています。そして私たち役員は、毎月役

員会を開催して松江市のケアマネジヤーのために何

をすべきかと話し合つています。行政とのつながり

もしつかり持つようにしています。どうぞ、「こん

なことで困つている。こんな企画をして欲 しい。」

など、こ意見、こ要望を頂けると喜びます。皆様の

支えがあつてこそ活動が成り立ちます。会員拡大に

も、是非こ協力頂ければと思います。

今年度も、会員の皆様のお役にたてるよう、協会

としても躍進できるように頑張りたいと思います。

24年度の活動をふりかえうて
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『生活期1ル ビヽリについて考える

～ケアプランにリハビリを組み込む際の視点とは～』に参加して

鹿島病院 作業療法士 森 山 恵 介

11月 10日 (土 )いきいきプラザにて、松江地域介護

支援専門員協会主催の、『生活期り八ビリについて考える』

に参力□させて頂きました。研修内容としては、①錦海リ

八病院角田賢副院長の講義、②各テーブル (8人グループ )

でのグループディスカッシ∃ン。という内容でした。

ケアマネ対象の研修会なのになぜ作業療法士の私が出

席させて頂いたかというと…。講師が錦海り八の角田先

生という事で、鹿島病院も回復期病棟を開設しておりま

すが、錦海り八のような最先端の回復期 |よ どういう風な

考えや取り組みを行つておられるのか勉強させて頂きた

く、またケアマネの方々とのグループワークに参力□し、

そこで得たケアマネさんからのこ意見などを、今後の参

考にしたいと思い参力□しました。

研修会当日、参力□人数の多さに、私は皆様非常に勉強

熱心だなと感じた事を覚えています。

研修会を通しての感想として、角田先生の講義にて「住

み慣れた家に戻る」ためには外出り八も積極的に行つて

いく事や、分かりやすい1青報提供の重要性や必要性につ

いて学べました。また、ケアマネさん達とのディスカッ

この度、立命館大学大学院教授の団先生を招いて行わ

れた研修に参カロしましたが、会場は 85名の参加者でぎつ

しりと埋まつており、団先生の明るい人柄と話術に、笑

いの絶えない研修でした。

ある女子学生と母親との関係を描いた団先生の漫画を

通して話が進められ、本当にたくさんのことを考えさせ

られましたが、その中でも私の心に強く残つている団先

生の話をこ報告します。

シ∃ンでは、退院前カンファでのり八ビリスタッフによ

る送りの必要性の高さや、1青報提供書に記載してある専

門用語に対する読解の難解さを感じておられる事などが

分かりました。角田先生の講義から学んだこと、ケアマ

ネさん達から頂いた要望やこ意見など、今後の当院での

り八ビリスタッフに伝達し、より良い連携がいかに重要

か皆で考え、実践していこうと思います。私個人的で|よ

ありますが、非常に勉強になつた研修会でした。ありが

とうこざいました。

居宅・施設介護支援専門員合同研修「家族理解の道筋」に参加して…

さわやかセンター 多 根 暁 子

Po3題解決には、因果論とシステム論に基づいた 2つの

考え方があり、因果論で問題を捉えると、「何が原因でこ

うなつたのか ?」 「なぜこんな事になつたのか ?」 、とも

すれば「誰が悪いのか ?」 と考えがちです。

一方、システム論を用いて考えると、「どんな一部分が

変つても、全体に影響を及ぼす」という考え方に基づい

て援助が行われます。つまり、私たちの仕事と|よ 、「誰が

PB5違つていて、誰が正しいのか」を決めることではなく、

相手の話を聞き、整理し、問題を組み替えていくことで、

できることを 1つずつ動かしていくこととなります。

「そのために、今自分にできることを丁寧に身につけて

いくことが必要である」と言う団先生の言葉を、笑いの

絶えない明るい雰囲気の中で聞きながら、利用者様 。こ

家族、そしてこの仕事と向き合つていく気持ちを新たに

した貴重な時FB3と なりました。

本当にあっと言う間の 3時間でしたが、研修後に、元

気が出たり、心が軽くなつたり、「頑張ろう |」 という気

持ちになれたの|よ、きつと私だけで|まない|まずです。



認知症研修に参加して

ケアセンター喜南居宅介護事業所 高  木  由  梨

1月 19日、いきいきプラザ島根にて、日野不□子先生

による「認矢□症の方のケアマネジメント」の講演があり、

参カロさせていただきました。

まず、8グループに分かれ、自己紹介と認矢□症ケース

の担当数、認矢□症のケースを担当して難しいと感じてい

ることを紹介し合いました。こ本人のプライ ドをどう守

るのか、本心を聞き出しにくい、こ家族とこ本人の意向

が違う、家族のス トレスの対処の仕方…など、多くのケ

アマネが同じような悩みを抱えながら、日々の関わりを

持つていることがわかりました。
「認矢□症という病気の理解」では、対象の利用者の方が

どのタイプの認IEl症 か矢□つておくこと、認矢□症ことの症

状を理解することでこ本人に対する対応の仕方が変わる

ことを学びました。私たちはつい、「この方は認矢□症だか

ら…」と同じように捉えがちかもしれませんが、こ本人

にとって人的環境の一つであるケアマネや介護スタッフ

が、病気を正しく理解し対応できることが BPSDの減少

につながるのだと改めて感じました。

「介護家族の理解」では、少子・高齢化の影響による現

在の家族がどういう環境にあるか、そうした環境から、

介護を続けていく上での問題の出方が違うこと、また、

息子、娘、嫁、などそれぞれの立場によつて介護に対す

る考え方が異なることを学び、相談を受ける側としても

そうした立場を理解して対応することが大切であること

を学びました。

「認矢□症のケアマネジメント」では、アセスメントやプ

ランが目指すもの|よ何なのかを学びました。できなくなつ

たことばかりの情報収集をするので|まなく、こ本人 |よ ど

んな方で、どんな生活をしていて、どんなこだわりがあ

るのかを知ることで、こ本人の QOLが向上するための

プラン作る手がかりになることを矢□り、情報収集の仕方

を見つめ直す良い機会になりました。評価についても、

ケアマネ|よ こ本人の代弁者であることを忘れずに、わか

りやすい説明をし、たとえ言葉にならなくても、表情や

仕草から満足度を判断していかなければならないことを

学びました。

私自身、ケアマネをするようになってまだ日が浅く、

施設の中での関わりとは違うので戸惑いの連続ですが、

研修で学んだことを日々の対応に活かせるよう、1人ひ

とりを大切に関わつていきたいと思います。ありがとう

こざいました。
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少しだけ人に話したくなるかもしれない豆知識 ～ゴールデンウィーク

来月 |よ 5月 。5月 と言えば、すぐに思いつくのが大型

連体 |ゴールデンウィークですね。

学生には夏休み等の大きな連体がありますが、社会人

にとつては、まとまつた連体がとれる貴重な時期と言え

るでしよう。

今回|よ、このゴールデンウイークについてのお話です。

まず|よ現在のゴールデンウイークの構成ですが、4月 29

日「昭和の日J、 5月 3日 「憲法記念日J、 5月 4日 「み

どりの日J、 5月 5日「こどもの日」。と、かなり休日を

寄せ集めた期FoOに なつています。間の平日に有給休暇を

取れば、長めの体暇が取りやすいわけです。

これだけ国民の休日が集中しているの |よ 、実 |よ偶然で|よ

ないようです。

1985年以前で休日だつたの|よ、4月 29日 の昭禾□天皇

誕生日 (現 昭不□の日、元みどりの日、1927～ )、 5月 3

日の憲法記念日と 5月 5日のこどもの日 (1948～)だ

けでした。連体ですら無いですね。

しかし、休日が増え、連体となれば体0限 に伴う支出が

増える。という経済効果が期待できるとのことで、1985

年以降祝日法の改正が相次ぎ、今上天皇が代わつても天

皇誕生日|よ みどりの日として残り、5月 4日が新たに国

民の休日となつたわけです。また振り替え休日制の整備

や週体二日制が広がつたため、黄金週間は一気に拡大し

ました。

もともとゴールデンウイークという名前 |よ 、この時期

に興行成績のよかつた映画会社の大映が 1951年以降使

い出したものといわれています。連体を利用してもつと

多くの人に映画を観てもらおう、ということで始めたキヤ

ンペーンだそうです。次第に他の業界にも広まり、定着

していきました。バレンタインデーと一緒ですね。大映

|よ 続けて、秋の文化の日を中心とした期Po3を 「シルバー

ウィーク」と名づけて広めようとしましたが、こちら|よ

定着しなかつたようです。というか聞いたことすらあり

ません。

ちなみに、ゴールデンウイークという言葉 |よ映画業界

が作つた言葉だつたため、NHKや大概のマスコミ|よ特定

業界の宣伝にならないよう「大型連体」と統一して呼ん

でいます。こんど確かめてみましょう。

今年 |よ 3日 間の有給体暇を取れば、最大で 10日 も連

体が続くようです。普段 |よ 休日にも何かと呼び出しのか

かる介護支援専門員ですが、今年のゴールデンウィー

ク|よ 業務から離れてリフレッシュ…できると良いです

ね ||

追記 :今年のゴールデンウイーク|よ、思い切つてイタリア～

スペインとか行つちやおつかなあ|| と思つたけど… 仕事

しちゃうんだろうなきつと。

編集後記
春は花粉が飛び黄砂が舞う季節、さらに今年|よ PM2.5までも混ざり、花粉症等々、自分のまわりにも大

変な思いをされている人がおられます。花粉の時期が過ぎ、症状が改善していくことをお祈りしています。

今期も 8・ 12・ 4月 と年 3回のケアマネかわら版を発行させていただきました。8月 号では松江医師会副

会長・野津立秋医師からの介護保険をテーマとした記事を掲載させていただきました。今後も会員の皆様の

お役に立てることができるような充実した内容を目指して広報部―丸となつてがんばりますので、よろしく

お願いいたします。

※前号で一部不適切な表現がありました。この場をかりてお詫び申し上げます。大変申し訳こざいませんで

した。今後気をつけてまいりますのでよろしくお願いいたします。


