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　社会人となって30年余。
　その間、経済成長は鈍り、雇用も
働き方も変わり、女性の社会参加
が進み、ＩＣＩＤＨがＩＣＦに変わ
り、育児や介護のスタイルも変わっ
た。中でも最も変わったのは情報
の伝達速度と量、いわゆるＩＣＴ
だ。

　ＩＣＴ革命が起こり始めた頃に、明治維新以来の革命と言
われた介護保険制度が施行され、介護の社会化は大きく前進
した。おひとり様でも自宅で最期を迎えられる社会になった。
　介護保険制度は地域包括ケアシステム構築作業の中で「革
命」とまで言わせた仕掛けを覗かせ始めた。こうした制度を走
りながら、考えてきたのだからすごい能力だ。頭の悪い私は走
りながら考える器用さなど持ち合わせていないので、Ｋｏｌｂ
の経験学習理論ではないが、ここで立ち止まって考えたいこ
とがある。
　それは、ケアマネの作業活動についてである。
　介護保険の要と言われるケアマネに、医療知識が弱いなど
の逆風が吹いている。だがそのダメ出しや批判は的を射てい
るとは思えない。
　批判や誤解を恐れず申し上げるが、ケアマネの役割は給付
管理にありと言っても過言ではない。何回読んでも難解な
ルールを解釈し、注意を払ってケアプランを作成する。行政の
集団指導では法令遵守、給付管理を正しく行うことが不可欠
と言われる。本音は費用対効果を十分考えてプランを作って
欲しいと言いたいのだろうが。
　「言語は思考に先行する」と言われる。先にこのような指導
があれば、ケアマネは言われたことをまじめにすることにな

る。要するにケアマネは、活動制限を受けており、ケアマネの
役割はどこまでなのか！などという批判で、自然と参加制約が
起こる。
　ケアマネジメントはあまり楽しい活動ではなかったのかもし
れない。それは医療系のケアマネが姿を消した超常現象（看
護師の需要が増えたことを除外して）と関係があるようだ。こ
の現象を私の経験で説明する。
　私は、平成5年頃、欧米の精神医療におけるケースマネジメ
ントの研修でそのロールプレイを見た。そのスキルは障がい者
を社会参加させ、地域で暮らし続けるための支援方法だった。
衝撃と同時に専門性の高さを感じ、その記憶は大脳皮質に焼
き付けられた。今、介護保険のケアマネジメントに楽しさやワク
ワク感を感じている人はどれほどいるだろうか。
　このようにケアマネジメントの課題を考えている私が、県協
会で何をしたいかと問われれば、日本協会が目指している三
層構造を作りたいと答えるだろう。
　三層構造とは、地区支部の層、県協会の層、日本協会の層の
3つの組織が単にピラミッド型の階層性を作るのではなく、下
層が上層を支配したりする機能をも持つ人間作業モデルに似
た階層性機能であり、これがうまく行けばケアマネの職能に対
する評価が上がる仕組みが整う。
　このシステムを作ることは全国一律で施行されている介護
保険をもっと地域の実情にあったものにするために大切であ
る。その活動の中でケアマネは楽しさやワクワク感を取り戻す
ことになるだろう。
　こうして考えてみると、ケアマネにとっても活動や参加が重
要だということが分かる。そして三層構造を作るための基礎と
なる地区支部がさらに活発に活動できることが大切なので、
県協会は地区支部活動をしっかり応援していきたい。
　革命は天から降ってくるものではない。今存在する一人ひと
りが社会の中で活動し、雰囲気を作り出したその先で何かが
変わって行くことが革命だと思う。
　ケアマネが変化の雰囲気作りの一翼を担う存在だとすれ
ば、バラバラではなく、束になって進んでいけたら嬉しい。

『止まって、考える！』

山形県介護支援専門員協会 会長 佐藤　裕邦

巻 頭 言



基調講演Ⅰ

基調講演Ⅱ
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 平成27年9月6日(日)　於ヒルズサンピア山形
 主催　一般社団法人日本ケアマネジメント学会　一般社団法人山形県介護支援専門員協会

後援　厚生労働省　山形県　山形市　一般社団法人日本介護支援専門員協会　一般社団法人日本認知症ケア学会

～山形県介護支援専門員協会平成27年度第2回研修会～
in さくらんぼ県山形

ケアマネジメント学会

　ついに、山形で全国規模の研修会開催となり
ました。日本のケアマンジメントの第1人者白
澤政和氏が理事長である日本ケアマネジメン
ト学会を山形で開催したのです。県協会が主体
となって実行委員会となり、今回の開催までこ
ぎつけました。参加人数は200名を超え、申し
込み受付段階から大変申し訳なかったのです
がお断りさせて頂いた方もいました。
　内容ですが、午前中は基調講演です。

「地域包括ケアにおける認知症の人のケアマネジメント」
講師 白澤　政和 氏一般社団法人日本ケアマネジメント学会　理事長

「平成27年度介護保険制度の改正の概要」
講師 川島　英紀 氏厚生労働省老健局振興課　課長補佐　理事長

　基調講演Ⅰの白澤先生のお話は、ケアマネジメント
の原則から認知症の人をどう対応するかというもの
です。とても原則的な内容で、現在の介護保険制度へ
の提言もありました。
　「ストレングスモデル」に基づいて、「問題志向型」か
ら「目的志向型」でのアプローチが認知症の人には必
要であると述べられました。

　川島課長補佐のお話は、今回の制度改正の概要でし
た。1時間という短い時間でしたが、要点を絞ってお話
頂きました。
　全国あちこちを回られたとのことですが、「住めば
都」でそれぞれの良さがあったと言われます。地域に
特性にあった制度という視点が感じられました。
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「山形県における認知症の人のケアマネジメント」
～住み慣れた地域で暮らし続けるために～

白澤　政和 氏

榎本　清秋氏　榎本　香代子 氏

座　長

シンポジスト

若年認知症当事者夫妻より①認知症の人と家族の会

伊藤　啓 氏 「山形県における認知症施策について」②山形県健康福祉部健康長寿推進課課長補佐

海老名　妙子 氏 「認知症初期集中支援チームとの連携」③白光園居宅介護支援事業所主任介護支援専門員

柴崎　敏明 氏 小規模多機能型居宅介護事業所
ロジェおおやまの実践より④NPO法人ロジェ副理事長

成田　英俊 氏 グループホームなずな
「住み慣れた地域で暮らし続けるために」⑤合資会社　喜助　代表社員

　午後からはシンポジウムでした。それぞれの立場か
らの認知症の人への支援で必要なこと・課題などが述
べられました。
　榎本ご夫妻から認知症と診断されてからの手続き
類の煩雑さや窓口の厳しさ、伊藤課長補佐からは、「ワ
ンストップ」で対応することの重要さ、海老名ケアマ
ネからは「認知症初期集中支援チーム」という多職種
で関わることの有効性、柴崎氏からは地域とのつなが
りを保つこと、成田氏からはグループホームでの認知
症の人の生活の再建と共用型デイサービスの良さな
ど・・・。
　　研修会は盛況のうちに、無事終了しました。

シンポジウム

　今回のケアマネジメント学会開催にあたっては、当
初運営できるのかという不安も多々ありました。です

が、佐藤会長を筆頭に、実行委員長を務められた高木
副会長・明日副会長のリードで無事開催までこぎつけ
られました。主催である日本ケアマネジメント学会か
ら白澤理事長・事務局担当の田口氏もお越し頂きまし
た。日本介護支援専門員協会から鷲見会長が、山形県
健康福祉部健康長寿推進課の稲垣英明課長がそれぞ
れお忙しい中来て頂きました。
　学会前日の懇親会。理事と講師・シンポジスト・ケア
マネジメント学会事務局・来賓
の参加にて開催されました。実
行委員長の高木副会長がさく
らんぼ県山形を一身に引き受
けたコスチュームで獅子奮迅
の働きが見られました。
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一般社団法人日本ケアマネジメント学会のご紹介

　最後に、縁の下の力持で準備作業の大半をこなして
くれたのが、県協会事務局です。ご協力頂いた多くの
方々へ感謝します。

■設立はいつ？
　「一般社団法人日本ケアマネジメント学会」（以
下、学会）は、2001年（平成13年）7月14日に設立
されました。
■学会の目的は？
　介護保険制度により誕生した、新たな職種である
介護支援専門員の実践は、2000年開始当初、まだ
試行錯誤の中にありました。ソーシャルワークの実
践手法のひとつであった「ケアマネジメント」が、介
護支援専門員の業務遂行に欠かせない手法に位置
づけられていました。しかし、多領域多職種が受験
し、合格者が短期間の研修で現場に出ていた当時
は、「ケアマネジメント」の理論と実践を十分に習得
した上での実践とは言い難いものがありました。そ
のような中、学会は「わが国のケアマネジメントは緒
についたばかりであり、（中略）今後は第一線におけ
る実践を踏まえつつ、幅広い人材の英知を結集し
て、わが国に適したケアマネジメントを理論化、体
系化することにより、より優れた実践の指針を内外
に示しつづける必要があります。」という趣旨で、ケア
マネジメント学の確立に向けて設立されたのです。
設立時の理事の方々は、現在も私達の実践を導いて
くださっている先生方です。

■活動内容は？
　設立後、毎年の研究大会、学会誌の発行や調査
研究事業等の活動を通して、ケアマネジメント実践
の質の向上に向けた活動を行っています。その中で
も特筆すべきは「認定ケアマネジャー」制度です。
■認定ケアマネジャー制度
　2004年（平成16年）に学会が創設した制度で
す。年1回実施されている認定試験に合格し、5年ご
との更新制（研修会等の参加実績30点が必要）で
認定ケアマネジャーを取得していると、主任介護支
援専門員研修受講要件にある介護支援専門員従事
期間が通年3年と短縮されます。 また、平成28年度
からの主任介護支援専門員の更新研修の対象者に
「日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマ
ネジャー」が明記されています。
認定ケアマネジャーは相互に育成し合う側面と、地
域におけるチームケアを基本とした仕組みつくりを
提案していく実践的側面を合わせた、総合的なケア
マネジメント力を備えたケアマネジャーを認定し育
成する制度です。
■情報を得たい方のために
一般社団法人日本ケアマネジメント学会
http://www.jscm.jp/
認定ケアマネジャー資格取得案内
http://www.jscm.jp/forms/sikaku.pdf
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と　き　平成27年6月7日（日）
ところ　山形国際交流プラザ
出席者　佐藤（裕）　高木　高橋（則）　伊藤（喜）
　　　　庄司　鈴木　髙山　星川　小関　佐藤（貴）　
　　　　伊藤（欣）　白井　丹野　高橋（英）　児玉
　　　　佐藤（温）　荒木　加藤　佐藤（知）　菅原
　　　　明日　浜田　藤橋　村山
内容　
　総会議事終了後、「第5号議案理事及び監事の選任に
関する件」にて選任された新理事による臨時理事会と
して開催された。内容は以下の通り。

1．会長（代表理事）及び副会長の選任について
　会長に佐藤裕邦氏、副会長に高木知里氏、明日浩子
氏が選任された。

2．顧問の選任について
　折居和夫氏が選任された。
3．新規入会者の承認について
　資料の通り承認された。

理事会報告
第21回理事会（臨時）

と　き　平成27年7月18日
ところ　山形市総合福祉センター
出席者　佐藤（裕）　明日　高橋（則）　庄司　鈴木　　
　　　　髙山　星川　小関　佐藤（貴）　五十嵐　
　　　　白井　吉田　丹野　阿部　児玉　荒木
　　　　佐藤（知）　菅原　村山　宮林
内容
1．地区支部報告

【庄内】　5月に総会と研修会開催。第2回研修会9月
に白木裕子氏を講師。12月に第3回ケアマネジャー
大会を開催予定。
【村山】　総会及び研修会を開催した。10月10日(土)
ケアマネンボの会（懇親会）開催予定。第3回研修会
を主治医研修会と合同開催予定。
【山形】　9月15日（火）に総会と研修会を開催予定。

第22回理事会

2．各委員会の構成について
　各委員会の構成員が決定された。　◎委員長
【研修委員会】
　◎高木　高橋（則）　庄司　星川　白井　
【サポート委員会】
　高木　明日　高橋（英）　阿部　児玉　◎荒木
　藤橋　村山
【広報委員会】
　伊藤（喜）　伊藤（欣）　佐藤（一）　◎佐藤（知）
　藤橋
【調査・研究委員会】
　小関　吉田　丹野　佐藤（温）　◎菅原　浜田
【財務委員会】
　◎星　加藤
【総務】
　◎明日　佐藤（貴）
【研修事業住宅委員会】
　高木　鈴木　髙山　五十嵐　丹野　阿部
　児玉　菅原　◎村山　
3．新規入会者の承認について
　資料の通り承認された。

と　き　平成27年9月5日
ところ　ヒルズサンピア山形
出席者　佐藤（裕）　高木　明日　髙橋（則）　鈴木　　
　　　　高山　星川　小関　白井　星　吉田　丹野　
　　　　高橋（英）　児玉　佐藤（温）　荒木　加藤
　　　　浜田　藤橋　村山

第23回理事会

・平成27年度日本介護支援専門員協会社員総会報告
会員目標5カ年計画が示された。県協会としても会
員拡大のための方策を検討していくこととなる。

4．日本ケアマンジメント学会inさくらんぼ県山形・
　平成27年度第2回研修会について日程・内容等が
　承認された。

5．その他
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書籍紹介書籍紹介書籍紹介 福祉のための民俗学 著　者：岩崎竹彦
発行所：慶友社　２００８．２

　認知症ケアの中で、民俗学と福祉・介護がとても「相
性よく」コラボレーションされている実例の１つとして「回
想法」が取り入れられ、定着してきています。認知症高
齢者は中核症状として、記憶障害は避ける事が出来ま
せん。
　高齢者は昔の事はよく覚えていると言います。加齢と
ともに記憶が低下することからすれば、昔の事をよく思
い出すのは不思議なことです。それも活き活きと話をさ
れました。「回想法は思い出を今と未来に活かす事が出
来る認知症施策」の１つではないかと思います。話をし

たいが聞いてくれる人がいないと言います。過去から学
び、今に活かす事が出来るとすれば、納得されるのでは
ないでしょうか。東日本大地震の時に津波が来た歴史が
ある所には何らかの表示があり、地名に残されている場
合もあります。歴史は繰り返すと言われ、大切な記憶は
記録に残しておく必要があります。
　私は介護支援専門員であり、高齢者とのコミュニケー
ションがあってこそ、成り立つ仕事です。また、民俗学を
学ぶ１人としてこの１冊を読み、改めていい仕事をしてい
るなと感じています。

内容
１．各地区支部報告について
 ・山形地区　9/15総会及び研修会、年明けにも研修会
を開催予定。
 ・庄内地区　9/11酒田市公益研修センターにて第2回
研修会を開催予定。テーマは「今、ケアマネが一番
知っておかなくてはならないこと」講師は日本ケア
マネジメント学会白木裕子理事。午前の部は「アセ
スメントの重要性とその意義」、午後の部は「あなた
は準備できていますか？ケアマネを地域で育てる
仕組み作り」参加予定者は180名超、うち協会会員は
47名。12月のケアマネジャー大会に向けて準備中。
 ・最上地区　9/11新庄市駅内ゆめりあにて第1回研修
会を開催予定。テーマは「在宅における認知症介護」
講師は第一部国立長寿医療研究センター長遠藤英
俊医師、第二部認知症の人と家族の会山形県支部山
名康子世話人代表。
 ・村山地区　10/10村山市にて会員相互交流事業「ケ
アマネンボの会」を開催予定。同日「地域ケア会議の
実践」・「在宅看取り調査報告」をテーマにした研修
会を実施する予定。
 ・置賜地区　7/4米沢グランドホテルにて「ケアマネ
ジメント・介護保険制度改正について」をテーマに
研修会を開催。講師はケアプランセンターソラーナ
成沢正則氏。100名超の参加者だった。

２．各委員会報告について
 ・研修委員会　ケアマネジメント学会が本協会の第2
回研修会となっている。
 ・サポート委員会　2名増員の8名体制でケアマネ110
番を実施している。制度改正にかかる掲示板への相
談が多い。
 ・調査・研究委員会　委員は6名。介護支援専門員に対
するイメージの認識調査を行う。協会の13団体推薦
理事を通して各10名、また一次予防及び二次予防高
齢者へ各100名の調査を検討している。
 ・財務委員会　事務局と共に通常業務執行している。
 ・総務委員会　新規会員獲得に繋げたい。
 ・研修受託事業委員会　10月から専門・更新研修Ⅱが
スタートする。
 ・広報委員会　会報17号作業中。
３．新規入会者の承認について
　資料のとおり入会が承認された。
４．日本ケアマネジメント学会inさくらんぼ県山形・
平成27年度第2回研修会について

　学会の運営について協議した。
５．その他
　山形県地域包括・在宅介護支援センター職員研修会
への共催が承認された。



　介護保険制度の改正から、4月～5月とたくさんのご質問、ご相談を頂きありが
とうございました。その後、相談件数も少なく落ち着いたかと思われましたが、8
月より「一定所得のある方の負担割合が1割から2割へ」や「食費・部屋代の負担軽
減の基準が変更」などがあり、また、９月からは「特定事業所集中減算の変更」が
あり多くの相談を受けました。そして10月からは「マイナンバー制度」が始まる
事もあり、相談件数が増えることと思われます。サポート委員もインターネット
などを駆使しながら情報収集を図り、皆さんのご質問に答えらえるように励ん
でいきたいと思っています。
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ケアマネ

110番
ケアマネ

110番
ケアマネ 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をお伝えします。

特定事業所集中減算について

110番

質問

よりよりより

回答

　居宅ケアマネです。特定事業所集中減算

について教えてください。実施地域の事業

所法人数で計算することは変わりありません。9月以

降これまでのサービス事業所に大幅に追加されます。

訪問看護のサテライト事業所、通所介護のサテライト

事業所などはメーン事業所の番号であり、その場合は

集中減算の時に計算対象になるか如何か教えて頂きた

いです。みなし事業所も把握がなかなか大変です。

　サテライト事業所についてですが、県
通知（平成27年6月16日健長第367号）正当

な理由①の「居宅介護支援事業所が所在する市町村区
域内における対象サービスの事業所数が、それぞれの
サービスにつき５未満である場合」における事業所数
には含めます。
　また、紹介率最高法人が占める割合が80％を超えた
場合に減算となる訳ですが、この割合を計算する場合
は、事業所数ではなく法人数をカウントします。よっ
て、本体事業所及びサテライト事業所は同一法人によ
る運営ですので、「２」ではなく「１」となります。　　
　（同一の利用者が、本体事業所及びサテライト事業
所を利用する例は少ないと思いますが）
　みなし指定事業所数の補足についてですが、県通知
にあるように、市町村別事業所数を県から連絡します
（通知文からの抜粋です）。

※みなし指定の事業所については、当該年度において
介護サービス情報の公表の対象となっていない事
業所は除外する。ただし、判定期間に新たに指定を
受けた事業所で、１月あたりの介護報酬の額が
80,000円を超えている場合は、事業所数に含めるも
のとする。 
※事業所数はそれぞれの判定期間の最終月の初日（前
期分については８月１日現在、後期分については２
月１日現在）で判断する。なお、それぞれの時点での
市町村毎の事業所数については、健康長寿推進課か
ら各居宅介護支援事業所あて別途連絡する。

サポート
委員会より
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ほっと
　ひといき

　2025年には団塊の世代が75歳を迎え、「1人の
若者が１人の高齢者を支える」という厳しい社会
が訪れます。今般の介護保険制度改正では制度
を維持するための見直しが行われました。さらに
平成29年4月までにすべての市町村で総合事業
へと移行するなど、支えあい助け合いのある地域
づくりを国が制度として取り入れるまでになりまし
た。
　しかしながら、社会的孤立の問題が高齢者の
みならず国民全体の問題として一般化している社
会情勢の中、地域の実情に応じた住民活動の普
及は一朝一夕にはいきません。地域の福祉ニーズ
を把握し、バイタリティー溢れるキーパーソンと協
力者を見つけ出して、活動内容や財源確保の方法
を協議し、地域住民へ共通理解を求め、専門職と
住民が協働しながら活動を維持していく・・・これ
は、地域住民の志とつながりに基づく相当な覚悟
と時間と労力と資金と場所が必要です。
　去る6月12・13日村山市民会館他において、「地
域の新たな支えあい全国サミットin村山」が開催
され、2日間でのべ500人が参加しました。村山市
社会福祉協議会では、平成26年度から2か年にわ
たり、中央共同募金会より地域の新たな支えあい
基金モデル事業の指定を受け、「ほっこり村山プ

ロジェクト」として住民主体の地域福祉活動の活
性化に取り組んでいます。サミットは、市内の福
祉関係団体、ボランティア団体、NPO法人、青年
会議所、商工会、商店街、県社会福祉協議会、県
共同募金会による実行委員会を組織して企画の
段階から協働しました。
　シンポジウムのシンポジストは、全社協地域福
祉部長の佐甲学氏、さわやか福祉財団理事長の
清水肇子氏、村山市民生委員児童委員協議会長
の齊藤浩志氏、コーディネーターにNPO法人全
国コミュニティライフサポートセンター代表の池
田昌弘氏を迎え、活発な意見交換が行われまし
た。9つの分科会では、見守り支援、集い場づく
り、外出・買い物・食事支援、高齢者を支える商
店街・親子の交流・学童保育など多様なテーマに
基づき、次代を見据えた持続可能な支えあいの
あり方について協議を深めました。
　テレビ等のスポーツ中継でキャスターが「負け
られない戦いがそこにある！」と叫んでいること
がありますが、地域づくりは、今がまさに正念場。
住民の意識、参加度合いが自分たちの暮らしや
すいまちの評価に直結する時代に入りました。私
たちの「負けられない戦い」はもう始まっているの
です。

　猛暑の夏が急に終わって秋が来た。
来年から始まるマイナンバー（社会保障・税番号）
制度には種々の不安の声も聞こえて来る。
　「大丈夫、心配ない」の意でＮＨＫ大河『花燃
ゆ』では「世話ぁない」との方言。世話ぁなく未来
が開かれていきますように。　　　　　（銀の字）

編 集 後 記

「負けられない戦い。」
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