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● ケアマネジャーがいない!? 

平成 27 年度に実務研修受講試験の受験要件の 

改正が行われ 3 年間の経過措置を経た平成 30 年 

度には介護支援専門員の合格者数が激減しました。 

少しずつ回復してはいるものの、改正後は 8 千人 

程度の合格者数となっています｡求人を出しても 

応募がなく、やむなく事業を縮小したり休止する 

事業所も出てきました。処遇改善加算や特定処遇 

改善加算の導入で介護職の給与が増え、わざわざ 

大変そうなケアマネになろうとは思わないというように 

魅力のある職業ではなくなりつつあるようです。 

 現任の介護支援専門員は高齢化が進み、やめたくてもやめられないという声が聴こえてきます。

実際に、今年に入り廃業する事業所から利用者様を引き継ぐケースが数件あったとか、周囲の介護

支援専門員から｢定年｣を迎えたと聞かされることがそれ程珍しくありません。 

 しかし、このような状況を嘆いているだけでは何も変わりません。ケアマネ自身が自分達の置か

れている状況を理解し、業務の効率化や質の向上を図り、やりがいのある仕事だということをアピ

ールする必要があります。その一環として、9 月に四国 4 県が集いコロナ禍でのケアマネジメン

トの取り組みについて発表し意見を交換しました。昨年に引き続き、事例研究に挑戦している仲間

もいて、来年 3 月の事例研究発表会が待たれます。昨年の事例研究発表会は機関誌第 7 号に特集

しましたが、県協会ホームページでご覧になっていただいたでしょうか。社会的に有用な職業とし

て認知されるためにも、仕事の成果を示していく機会をたくさん作っていきましょう。 

 そして、職能団体として最も大きな目的は介護支援専門員の地位向上です。誰かがしてくれる、

自分には関係ないと思っていませんか。介護支援専門員を守るのは介護支援専門員です。私達自ら

が自分達のあり様や役割を検証し提言する力をもって、一緒に困難を乗り越えていきましょう。 

今回の内容 

● 四国ブロック大会 

● トピックス 

  主任ケアマネジャースキルアップ研修 

  ステップアップ研修 in 東予 

  ステップアップ研修 in 南予 

  今後の活動内について 

  日本介護支援専門員協会愛媛県支部からのお知らせ 

愛媛県介護支援専門員協会のマスコッ

トキャラクター｢くるにゃん｣です出来

るだけ多くの介護支援専門員が集い､盛

会となることを左手にこめています｡ 
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●第 7 回 日本介護支援専門員協会 四国ブロック大会 in 愛媛 

去る 9 月 26日、4 年ぶりに日本介護支援専門員協会四国ブロック大会が前年の香川大会に引き続き愛 

媛県でWeb にて開催されました｡ 

今年は｢コロナ禍におけるケアマネジメントの実践～守る･支える･工夫する～｣をテーマに愛媛県医師会 

会長の村上博先生の基調講演、日本介護支援専門員協会柴口里則会長から日本協会の活動報告があり､昼休

憩を挟んで四国各県の介護支援専門員が｢コロナ禍での活動｣をテーマに発表しました｡ 

  

村上 博先生からは｢コロナ禍の今､ケアマネに期待されること｣と 

題して講演を頂きました。新型コロナウイルス（COVID-19）に 

対する最近の知見を交えた情報や､愛媛県での現状、感染対策など 

多岐にわたる内容でした。感染予防に対しての重要性を再認識する 

ことが出来たと思います｡ 

 

 特別講演は日本介護支援専門員協会 会長 柴口 里則様より｢日本介護支援専門員協会活動報告と 

今後の取り組み｣の講演をお願いしました｡｢日本介護支援専門員協 

会｣｢都道府県支部｣｢地域支部｣の各々の役割､介護支援専門員の質の向 

上に向けた日本協会の取り組み､広報活動や具体的な方法など詳しく 

説明していただき､今まであまり知らなかった日本介護支援専門員協 

会の活動を知ることが出来たのではないでしょうか｡ 

 

 

 午後は四国四県それぞれの代表がテーマである｢コロナ禍におけるケアマネジメントの実践｣を事例を 

通して発表していただきました。 

愛媛県から｢コロナ禍での継続したケアマネジ 

メント｣をサービス付き高齢者向け住宅入居者の 

サービス利用や県外家族との面会について 

各事業所との連携やサービス計画の立案について 

講演していただきました｡ 

｢県外者接触 2 週間問題｣と県外在住者との接触が 

有った際の 2 週間サービス中止時の代替サービス 

の調整やサービス付き住宅入所者の｢外付けサービス 

遮断問題｣など、私たち自身の周りでも良く聞かれた 

問題を分かりやすく時宜を得た言葉で表現され､思わず「そうそう」と声が出ました。また、実際の事例へ

の対応は参考になるものが多く、色々な課題について問題提起していただきました｡ 

 パネリスト：田淵 順子様 （株）MMC ドリームサービス 

 

 

 

 

 

 

世界的なパンデミックの中で、介護支援専門員として経験し感じた思いを四国ブロック大会という貴重な場で

発表させていただき本当に感謝申し上げます。有事に介護支援専門員として何が出来るのか考察を深めてみる

と、普段の業務、関係者との関りを深めておくことこそが大切だと改めて分かりました。また、徳島、香川、

高知からの発表をお聴きして、深い思いをもって利用者様の生活を守っておられる事に感銘を受けました。感

染対策に奔走された村上先生のお話や、日本介護支援専門員協会の報告や目指す方向性などもよく分かり大変

刺激になりました。 



 

主任ケアマネジャースキルアップ研修  

                8 月 21 日（土）主任介護支援専門員スキルアップ研修が全 3 回の 

日程で始まりました。令和 4 年 3 月 12日（土）に第 2回研究発表会

が行われます。受講者 5人が事例研究についての研修を行っています｡ 

                南予研修でも予告編をご覧頂きました､現在、受講者の皆さんは文献と

格闘しながら研究を深めています｡3 月の発表をご期待下さい｡ 

 

 

 

 

ステップアップ研修 in 東予 感染症の理解とケアマネジメントへの応用 

                7 月 25 日（日）Web研修にて｢感染症の理解とケアマネジメントへの 

                応用｣と題し愛媛労災病院感染管理認定看護師 菅原 麻貴先生の講義 

                とグループワークを行い感染症への理解を深めました｡グループワーク                 

の際に音声が出ない方や聴き取り難いなど音声関係のトラブルが多か 

ったようで申し訳ありませんでした｡研修内容としては｢BCP 作成に 

                役に立ちそう｣等好評を頂きました｡今後は音声トラブルを含め､皆様が 

                出来るだけ快適に受講できる様に環境を整えて行きたいと思います｡ 

 

ステップアップ研修 in 南予 ケアプランに活かす口腔情報、薬剤情報、ケアプラン様式変更等 

                10 月 23 日(土)オンラインで開催されました。講師は愛媛県歯科医師

会より是沢政勝先生、 愛媛県薬剤師会宇和島支部より佐々木栄輔先生。

とてもわかりやすい内容で好評でした。加えて、愛媛県版在宅気づきシ

ートの活用や新たなケアプラン標準様式についても知識を得ることが

出来ました。 

オンライン研修は何度か繰り返して経験することで、伝える側と聞く側

双方ともに上達していくのだとスタッフ一同感じています。 

 

 

 

各研修で申込みや研修後のアンケートなどデジタル化を進めています｡事務局の作業量の削減や 

経費の節減の為にもご協力お願いいたします｡ 

また協会への各種お問い合わせは､緊急時以外 

メールでのお問い合わせをお願いいたします｡ 

電話対応も担当理事が通常の勤務時間内に 

行っており､直ぐに対応出来ない場合が多いので､ 

ご理解のほど、よろしくお願いいたします｡ 

 

 

スキルアップ研修 

スッテプアップ研修 



●今後の予定 

ステップアップ研修 in 中予 

「障害サービスと介護保険サービスの連携」 

講師 日本訪問看護財団松山相談センター 管理者 西村 幸 先生 

 日時 令和 4 年 1 月 16 日（日）13:30～15:30 

 WEB 開催のみ 

 

特別研修 

 ｢ZOOM を利用した研修の開催と参加の方法｣ 

 講師 愛媛県介護支援専門員協会 担当理事 

日時 令和 4 年 2 月 20 日（日）10:00～15:30  

 場所 えひめ共済会館 

 

第２回全体研修  

第２回事例研究発表会 

講師：愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 講師 柴 珠実氏 

日時 令和 4 年 3 月 12 日（土）13：00～16：30 

場所 リジェール松山 8 階クリスタルホール 

 

                               ※応募方法等は公式 HP をご確認下さい 

 

● 入会案内 

愛媛県介護支援専門員協会では各種研修などを企画･運営して 

おります｡ネットワークづくりや多様化するニーズに沿って 

介護支援専門員としてのスキルアップの場にご活用ください｡ 

会員は愛媛県介護支援専門員協会が開催する各種研修が 

基本無料で受講出来る様になります｡年会費は 3000 円です。 

公式ホームページや Facebook でも研修情報や活動内容を 

紹介しておりますので、ぜひご覧下さい｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元 愛媛県介護支援専門員協会 

〒790-8585 

愛媛県松山市三番町 4 丁目 5-3 

愛媛県医師会会館内 

愛媛県介護支援専門員協会事務局 

TEL:089-968-1572  FAX:089-968-1573 

Mail:ecma20150418@gmail.com 

編集後記 : 愛媛県内の感染者数もようやく 0

人の日が見られるようになってきました｡寒

い時期に入りインフルエンザなどの感染症も

注意が必要になります｡予防接種などの対応

をお願いします｡今年のインフルエンザ予防

接種は例年よりも痛かった･･･（N） 



●日本介護支援専門員協会愛媛県支部からのお知らせ 
 
 
 
日本介護支援専門員協会は 

介護支援専門員に係る法改正や介護報酬・基準改正に対応するべく活動しています。 

多くの介護支援専門員の現場の声を集約することが必要です。 

法で守られた資格だからこそ、自らその資格を守り、 

公正・中立なケアマネジメントができるよう、 

よりよい環境に変えていきましょう。 

🌸あなたの入会をお待ちしています🌸 

 

入会のお問い合わせについては 

 

 

 

 

 

 

 

   

会員になると                       

・メールマガジンの配信 

・広報紙「JCMA だより」をお届けします。 

・ホームページ会員専用サイトを閲覧できます。 

・協会が発行・斡旋する書籍を会員価格で購入できます。 

・協会主催の各種研修会・大会等に会員価格で参加できます。 

・各種調査等へ参加が制度に反映させる動きにつながります。 

県協会との連携 

・日本介護支援専門員協会は介護支援専門員の全国組織です。 

愛媛県の協会員であって、更に日本協会に入会して 

愛媛県支部を構成しています。 

 

日本介護支援専門員協会組織率（令和 3 年 10 月現在） 

 会員数 人口（万人） CM/万人 順位 

愛媛県 24 人 138.5 0.17 45 

香川県 338 人 97.6 3.46 19 

徳島県 281 人 75.6 3.72 18 

高知県 71 人 72.8 0.98 31 

 

介護支援専門員の多くの意見

を反映した組織として社会的

に認知されるためには会員数

を増やす必要があります。 

日本介護支援専門員協会に入会して、あなたの声を国に直接届けませんか 

 

愛媛県介護支援専門員協会 

日本介護支援専門員協会 HP 

 

・愛媛県の協会事務局に連絡すると 

担当者から入会申し込み書を郵送または 

メールでお送りします。 

 

・日本の協会のホームページの入会フォー

ムに記入し登録する。 

日本協会から県協会に仮登録の連絡が入り

ます。 

解説、記入例を 

提示しています。 

入会金 1,000 円 

年会費 3,000 円 

入会金 1,000 円 

年会費 5,000 円 

会費は何か元をとると

いう性質のものではな

く、私たちの仕事を守

るための「活動費」と

して、大切に使わせて

いただきます。 

 

 

愛媛県は日本協会の中で

組織率は全国 45位です。 

会員数では 46 位で 

会員数の最も多いのが 

大阪 2,920人。社員総会

では愛媛県も 1 票の議決

権をいただけるのですが、

一票の格差が問題視され

ています。 


