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日頃より、鎌倉ケアマネ連絡会の活動に、ご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうござ
います。この場をお借りして感謝申し上げます。
今年度も鎌倉ケアマネ連絡会では、様々な関係機関との関わりを持ち、連携強化を意識して
まいりました。
医師会病院 MSW 部会との意見交換会を共催で開催・鎌倉市地域包括支援センター連絡会の
「新人ケアマネ研修」への協力等、少しずつではありますが、1 歩ずつ前に進めたかな？と感
じております。
今後も専門職種間の連携に留まらず、地域の団体等へも積極的に働きかけを持てるように連
絡会としての活動を推し進めていきたいと考えております。
またその為には、役員として活動していただける方のご協力が必要です。現在も有志にて活
動を実施しておりますが、多くの方々の意見を反映し、更なる発展に向けて取り組んでいく所
存でおりますので、役員になっていただける方を広く募集しております。どうぞよろしくお願
いいたします。
さて、この 4 月より「介護予防・日常生活支援総合事業」が、いよいよ鎌倉市においても実
施されます。煩雑な書類の管理や利用者への説明等々さまざまな課題はあるかと思いますが、
ケアマネジャーとしてしっかり理解し利用者、利用者家族に対して説明できるようにしていき
たいと思います。
最後に、来年度の総会及び基調講演を下記の通り行いますので、皆さま、ぜひご出席くださ
いますようお願い申し上げます。

総会・基調講演のお知らせ
○総会
【日程】平成 29 年 5 月 23 日（火）
【時間】18：30～19：00
【場所】鎌倉市福祉センター第１・第２会議室
○総会終了後、基調講演として
【時間】19：00～20：30
【内容】鎌倉市においての訪問診療の現状
（サイボウズライブの活用）
研修前に挨拶をしている佐藤会長

【講師】ドクターゴン鎌倉診療所
理事長 泰川恵吾先生

研修部会
本年度は「地域包括ケアの構築に向けて、鎌倉市のチームケア力を高めよう」を年間テー
マに研修を実施いたしました。多くの方が研修に参加いただけるよう、研修開始時間を業務
内の時間帯に設定したり、イラスト入りの研修案内を作成したり新たな試みを行いました。
また、毎年恒例となった訪問介護、通所系事業所との合同研修では 100 名を超える参加人
数となり、意義のある研修を行えたのではないかと思います。今後も魅力ある研修内容を企
画し、興味を持ってたくさんの方に参加して頂けるよう取り組んで参ります。
≪今年度開催した研修≫

年月日
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講座名・講師

参加人数

「介護保険次期改正の方向性を介護支援専門員のあり方」
東洋大学 ライフデザイン学部生活支援学科 教授

高野龍昭氏

「課題整理総括表を使えるようになろう！」
逗子市社会福祉協議会 さくら貝サービス事業所 坂本文典氏
三者合同研修 「ケアプランと個別サービス計画の連動」
逗子市社会福祉協議会 さくら貝サービス事業所 坂本文典氏
「ターミナル期における薬について学ぼう」
オカノ薬局 岡 豊香氏、すばる中央薬局 瀬戸大介氏
「ケアマネジメントプロセスを深めよう！」
あうん介護センター管理者

中馬三和子氏（川崎市介護支援専門員連絡会会長）

「対人援助を学ぶ」～ケアマネジャーの聴く力～
神奈川県立保健福祉大学 社会福祉学科 教授 峯尾武巳氏
三者合同研修 「担当者会議のあり方」
逗子市社会福祉協議会 さくら貝サービス事業所 坂本文典氏

81 名

60 名

100 名

48 名

39 名

47 名

96 名

調整・検討部会
去る 2 月 8 日に施設ケアマネさん向けの研修を
行いました。入所施設以外でも、デイサービスや
居宅のケアマネさんにも参加して頂きました。
今回のテーマは以下の２本立てで
行いました。
①施設における防犯対策について
②結核及び、感染症について
防犯については鎌倉警察署に来て頂き、相模原
市の障害施設で起きた傷ましい事件の話から、防

警察官による「さすまた」を用いた実演

施設ケアマネのみなさまへ
ケアマネ連絡会では、施設ケアマネさ
んたちの交流の場を今後も設けていけ

犯マニュアルの整備の重要性について話をして頂

ればと考えています。待機者の減少や

きました。結核及び感染症に関しては、結核は毎

介護報酬の減額等、施設を取り巻く状

年一定数の罹患者がいるという話を伺い「結核は

況も日々変化しています。ぜひ、活発

昔の病気ではない」ということを改めて痛感しま

な情報交換や意見交換の場として、連

した。

絡会を活用して頂ければと思います。

居宅紹介コーナー ～ケアマネジャー、みんなでつながろう！～
もっとお互いの居宅を身近に感じて、ケアマネジャーみんなでつながっていけるように、地
域の居宅紹介をしていきます。今回は鎌倉地域の「セコムケアステーション鎌倉」と深沢地域
にある「メディカルゆう」に訪問して管理者の方にインタビューをしてきました。
①事業所の特色
②ケアマネを目指したきっかけ
③ケアマネ業務で困っていること
④ケアマネを続けていてよかったこと
⑤ケアマネ連絡会への期待・要望

【セコムケアステーション鎌倉】
協力者；管理者 伊藤みどり CM
①８名の CM 所属、特定事業所加算Ⅰを算定、事業所が訪問看護、訪問介護、通所介護を行
っており、看護師や介護福祉士、社会福祉士などの多職種がそろっているので、様々な相談
や意見交換ができます。
②永くデイサービスの管理者をしていましたが、介護保険制度が始まり、その流れで法人から
言われてケアマネの資格を取得しました。
③事業所内に様々な職種がいるのと、ベテランのケアマネもいるので、困難な事例でも困難と
感じることなく対応できているので、あまり困ることがありません。
④ケアプランを作成するのは一人一人が毎回初めてであり、その都度一から作ることとなる。
同じものはなく、毎回新鮮である勉強でもあります。
⑤研修については、いろんな場所や時間（日中）で行ってほしいです。HP 等で制度改正等も
う少し発信してもらえるとうれしいです。

【メディカルゆう】協力者；管理者 葛西美香 CM、國友治久 CM（写真）
① ４名のＣＭ所属、独立型の事業所のためたくさんの事業所と連携を図っています。
鍼灸マッサージとＣＭの仕事をマッチさせ支援させて
いただきます。
② １０年現場で介護職員として業務についていました。
体調を崩したこともありましたが違った視点で福祉に
携わりたいと思い目指しました。鍼灸マッサージで関
わってきましたが、より深くご利用者に関わりたいと思い目指しました。
③ 事業所内で相談でき、あまり困ることはありませんが医療との連携や、家族の要望と本人
の状態がかけ離れているときの対応、独居で認知症の方の対応に困ることがあります。
④ サービスを導入しご利用者の状態がよくなったとき、ＣＭの支援に満足されているときは
続けていてよかったと励みになります。
⑤ 夜間の研修はなかなか参加することが難しいので日中に研修をしていただけると参加し
やすいです。情報を発信していただけるとありがたいです。
伊藤さん、葛西さん、國友さん、快くインタビューを引き受けていただき、ありがとうございました。

鎌倉市役所より
●介護保険事業者研修会
日時：平成 29 年 3 月 28 日（火）・30 日（木）
場所：鎌倉市福祉センター 第 1・第 2 会議室

18：30～

※どちらの日程も同じ内容です。

●介護保険住宅改修研修会

●鎌倉市新人ケアマネジャー研修会（5 回）

日時：平成 29 年 5 月下旬～6 月上旬頃

日時：平成 29 年 6 月 20 日（火）、29 日（木）

場所：未定

7 月 14 日（金）、27 日（木）

●神奈川県集団指導講習会

8 月 3 日（木）
いずれも 9 時～12 時

日時：平成 29 年 5 月 9 日（火）
（予定）
場

場所：藤沢市民会館小ホール

かまくら地域介護支援機構より

所：鎌倉市福祉センター第１・第２会議室

（http://www.kamashien.com/）

●介護事業者間と地域住民との交流事業
「鎌倉における“これからの介護”をご一緒に話し合ってみませんか」
～ワールドカフェで、ケアについて考えよう～
カフェ・マスター 菊池健志さん（実践ソーシャルワーク塾塾長・社会福祉士）
【日時】 平成 29 年 3 月 22 日（水）13：30～16：00
【場所】 台在宅福祉サービスセンター １F 訓練室 （鎌倉市台２－８－１）駐車場不可
かまくら地域介護支援機構では、鎌倉市との委託事業の中で事業者間交流や研修事業を開
催してきました。今年度は思い切ってワールドカフェ方式で、介護現場の実情を知ってもら
うことや共に協力して地域包括ケアに取り組んでいくことなどを市民の皆さんと話し合う機
会を作ってみようと、研修企画委員会で決定しました。
ワールドカフェとは、与えられたテーマに基づき、コーヒーを飲みながら、お菓子をつま
みながら、気軽に話し合うというやり方です。少人数で話し合うのですが、終わってみれば
大勢の人と話しあう機会が持てたという実感を得る素晴らしい機会です。
この機会にぜひ参加して、体験してください！ 申し込みは支援機構事務局まで
●かまくら食支援研究会
「管理栄養士が教えるコンビニ弁当で作る介護食」
【日時】 平成 29 年 3 月 21 日（火）18：30～20：00
【場所】 鎌倉市福祉センター２F

調理実習室 参加費用

500 円（資料と材料費等）

【持ち物】エプロン、三角巾、フキンを持参してください。
【内容】コンビニで売られているお弁当を簡単に、美味しく、やわらかくアレンジします。
介護食の悩み、管理栄養士がご相談にのります。楽しくてためになる、和気あいあ
いとした調理実習です。申込みは支援機構事務局まで。FAX

0467-46-0059

■お知らせ：会費納入時期が近づいております、今年度の会則改定により、１年間未納の
場合、自動的に退会となってしまいますので、お気を付け下さい、不明な場合は事務局まで
お問合せ下さい。
（事務局：かまくら地域介護支援機構

0467-46-0788）

（編集後記）寒い日が続いていますが、みなさま体調はいかがでしょうか。日当たりのよいところでは
梅の花が咲いていますね。春はもうすぐ。毎日お仕事がんばりましょう！！

