
いろいろな資格はありますが、個

人的にこれからは認知症対策が重要

になると考え、昨年認知症ケア専門

士を所得しました。道はいろいろ。

モチベーション
の低さに落胆
（山口県　りょうさん　39歳）

昨年、ケアマネ実務5年目を迎え、

満を持して研修を受講しました。事

例検討に重点が置かれた内容で、対

人援助職の心構えからコンプライア

ンス、経営管理、ターミナルケアな

どなかなか盛りだくさんの内容。た

ぶん、ほかの地域もそう変わらない

のでしょうね。ところが、受講者の

モチベーションの低さにはがっかり

でした。寝ている人はいるし、携帯

は鳴るし（緊急連絡は仕方ありませ

んが）、会場はうるさいしで、とて

も集中して講義を受けられる状態と

はいえません。そもそも課題がある

認定資格ですし、事業所の指示でし

ぶしぶ受講している人も少なくない

のはわかります。けど、普段なかな

か研修機会がなく、決して安くない

受講料を自分で負担していた私とし

ては、もう少し集中できる環境で受

講したかったというのが本音です。

2つの仕事を
自分に課して
います
（奈良県　鈴木雅也　47歳）

一昨年、主任ケアマネの資格を取

得したこともあり、当事業所は特定

事業所加算Ⅱを申請しました。とは

いえ、業務内容が以前と変わること

はありません。

事業所内で主任ケアマネの責務は

2つあると考えています。1つは各

ケアマネが仕事しやすい環境をつく

ること。折りに触れて声をかけ、ケ

ースカンファレンスや勉強会等を開

催しています。

そして2つ目はケアマネの仕事を

つくること。地域に事業所が乱立し、

ケアマネが余ってきていて、どこも

利用者減に悩まされています。そこ

で、私は自身の担当ケースをもちな

がら、主任ケアマネならぬ営業部長

（笑）のような仕事もしつつ、利用者

確保のための啓発活動を行っていま

す。だって、利用者減で大切なケアマ

ネ仲間を失いたくありませんから！

居宅介護支援事業所の命運を握る

のはまさに主任ケアマネなんだと自

分に言い聞かせて日々業務に就いて

います。
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失調、脱水、意識混濁に陥り、入院

しました。

また、包括支援センターの場合ケ

アマネや保健師、社会福祉士との役

割分担もあるのでしょうが、新人ケ

アマネの指導等もその業務に入って

いるはずですよね？

明らかに疑問符がつく稚拙なケア

プランをつくっていることも多々見

受けられますが、そういうときの指

導は行わないのでしょうか？

主任ケアマネは、単なるケアマネ

のレベルアップの手段、あるいは資

格をもっていると自慢するだけのも

のなのでしょうか？

虐待ケース
の相談で
ガッカリ…
（栃木県　匿名希望　47歳）

正直なところ、何をしてくれてい

るのかわかりません。在宅で虐待の

疑いがある困難事例をもった際、地

域包括支援センターの主任ケアマネ

に相談したことがあります。「しょう

がないんだよね」「あなたはどうし

たいの？」などと反対に尋ねられ、

ネグレクトの可能性が高く、地域ぐ

るみでみたほうが良いことを伝えま

した。すると、「じゃあ一度同行訪問

しましょう」ということになったの

ですが、いざ訪問しても何をするわ

けでもなく、結局その利用者は栄養

加算のため
だけの資格？
（山口県　ニャンコ　51歳）

本当に能力のあるケアマネがこの

資格をとっているとは思えません。

特定事業所加算Ⅱは受講見込みでも

算定可ということですが、これから

は利用者本位、中立といった理念を

忘れて加算のためだけに研修を受講

するケアマネも出てくるでしょう。有

資格者というネームバリューを振り

かざすだけでは重みはありません。

こうした問題をみていると、制度

を考えている学識経験者や厚労省の

人と一般の人とのかけ離れた価値観

を感じてしまいます。もっと現場の

声を聞いて、力のないケアマネが主

任ケアマネになっている現状に目を

向けてほしいです。

4月号の
★募集テーマ

から
機会を
公平にして！
（福岡県　姉さん　59歳）

みなさんの地域の研修ってどうな

っていますか？

私の住む市では、地域包括支援セ

ンターの職員以外で受講できた人は

2人のみです。そうなんです、セン

ターの仕事に就かないと受講のチャ

ンスも巡ってこないのです。地域に

よっては多数の有資格者が育成され

ているのに、わが地域の状況は納得

できません。この資格が質の高いも

のとして評価されている限り、公平

に受講でき取得できる体制を希望し

ていますが声を大にできないままで

います。しかも、そんな資格を持っ

ていてもいなくても仕事に対する想

いは変わらないのに収入には影響し

ます。今の主任ケアマネ制度に期待

することはあまりありません。質を

評価するのであれば、せめて取得後

の研修も必要ではないでしょうか。

主任ケアマ
ネ、

どう思いま
すか？

何をして
くれるの？

何をして
くれるの？

資格者の
立場から

今回は、報酬改正で加算取得の要件とされた主任ケアマネジャーの資格についてみなさんに聞きました。「何

の期待もしていない」なんてキビシイ意見が多く集まる結果となってしまいましたが、資格をとった方にも

いろいろな悩みがあるようです。

研修が
ギモン

研修が
ギモン



いる方々も含まれるわけです。

事業所にお金が落ちるだけで、

実際のところ何の期待もあり

ません。

CMOユーザ名：hiroko_h

事業所の管理者（実際はプ

ランを持っていません）が加

算のために研修を受けること

になったようです。この人、

施設からの異動なので、居宅

の経験がなく、相談しても的

確な助言は得られません。こ

んな状態でも勤続年数のみで

取れる資格なんて本当に意味

があるのか疑問です。

CMOユーザ名：nyanata-aoi

研修を受講しようと申し込

んだら、地域での大きな事業

所や地域包括支援センターを

優先し、少人数の一般事業所

は受講できませんでした。こ

れって、不公平ではないでし

ょうか？ 特定事業所加算に

も必要なのに、大きな事業所

しか、加算は取れないという

ことでしょうか？

CMOユーザ名：nagamomo

市直轄の地域包括支援セン

ターに主任ケアマネが2人い

ますが、ケアマネ経験のない

方たちです。相談してもあま

り良いアドバイスをいただけ

ず、この資格自体の存在価値

に疑問を感じてしまいます。

ただ、今後お給料の面で反映

されるなら資格取得も検討し

ていきたいです（笑）

CMOユーザ名：me-kako

地域包括で主任ケアマネを

していますが、ケアマネ歴が

長いだけで、とくにケース対

応が上手なわけでも、人望が

厚いわけでもないので、主任

などと言われても、実態が伴

っていません。ケアマネの相

談に乗ったり指導するなんて

役割は無理です。仕方なく、

地域のケアマネの会の事務局

をしていますが…。

CMOユーザ名：mokamama

下につく立場としては、経

験だけでなく人間性も重要だ

と思います。面接などの試験

もあるといいのでは。試験を

受ける立場で考えるとイヤで

すが、机上の講習だけでない

何かが必要です。

CMOユーザ名：imaki

人間的な「磨き」の部分っ

てまったく無視されていませ

んか？　同じ事業所内の主任

ケアマネは、「皆が自分に相談

しに来るのが当たり前」とい

う基本姿勢。当然、誰も相談

などせず、稚拙だとは思いつ

つも仲間同士で相談して解決

してしまいます。

CMOユーザ名：piichann

ケアマネ自体、実務者研修

を修了しただけで、「はい。今

日からアナタはケアマネジャ

ーだからプラン作って……」

と、いきなり現場へ出されて

いる人も多い。そのうえ「5年

以上の経験があるから、主任

ケアマネ研修受講しましょう」

と、資質と関係なく受けさせ

ても、質の向上とはならない

のでは？

CMOユーザ名：mutakeamane

研修期間がびっしりなのは

納得。簡単に取れちゃうのは、

反対に不安。けど、費用が高

い～。自腹がほとんどでは？

できれば安くしてほしい！！

参加日だって有給休暇じゃな

いの？！ 私はあと1年で受講

資格に到達しますが、自腹は

辛いかも。けど、転職すると

き有利かな～？

CMOユーザ名：marin123

主任ケアマネが率先して勉

強会などを開いている様子は

ありませんし、地域の主要人

物になっているといった話も

聞きません。勤務年数よりも

試験などで実力を図らないと

いけないと思います。

CMOユーザ名：chiem-0521

ケアマネ歴6年目。5年間

パートで、この春やっと職員

に採用されました。専任で件

数も多く、困難事例も担当し

てきました。それでも研修を

受けられるのは早くて4年後

です。一方、兼務だったケア

マネは、担当件数が少なくて

も職員というだけで主任ケア

マネになれます。これには憤

りを感じます。

CMOユーザ名：masumi

昨年でやっと受講できるケ

アマネ実務5年目を迎えまし

たが、受講料が高額で、自費

ではとても無理。さらに受講

日数も長く業務に差し支える

こと間違いなし。そして主任

ケアマネになれたからといっ

て、職場の地位や給料が上が

るわけもなく…トホホです

（涙）

CMOユーザ名：athome

昨年、受講案内がきました

が受講しませんでした。短期

間の受講で立派なネーミング

に伴う仕事ができるとは思え

なかったからです。さまざま

な認定資格ができますが本当

に必要なのでしょうか。社会

福祉士、精神保健福祉士など

を補強して主任ケアマネとし

ての役割を担うことは考えら

れないのでしょうか。

CMOユーザ名：halhal

私の知っている人のなかに

は、主任ケアマネをステイタ

スのように思っている人もい

るみたい。この資格があると

どんな評価を受けるのか、ど

んなメリットがあるのか、を

考えて研修を受けているよう

な節があります。「地域での指

導者的な活動を積極的にやり

たい」という人はいません。
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域から持ち込まれてくる困難ケース

には的確な助言をできず、若いケア

マネさんの悩みにはうまく応えてあ

げることもできず、「これで主任な

んていわれてるワタシって何！？」と

日々モンモンとしています。

先日も地域のケアマネの集まりで

「包括が何をやっているのか全然み

えてこない」と、みなさんに詰め寄

られました。「それをみんなで考え

たいのに…」とは思うものの声には

出せず、下を向くばかり。「主任研修

なんか受けなければよかった」と後

ろ向きの思いがふとよぎったら涙が

出そうに。それだけは我慢しました

が。

今すぐに他人を指導できるケアマ

ネになるのはムリ！ と割り切って、

自分なりに一歩ずつ成長していくし

かないと半ば開き直ってきた今日こ

の頃です。

CMOユーザ名：izumi17

研修を今年の2月で終了し

ましたが、かなり日程的には

ハードでした。1日でも休ん

だら来年の研修を初めから受

講しなければならず、体調管

理にも気を使いました。内容

は対人援助職として初心に戻

って学習でき、現場での新任

ケアマネの指導等に役立って

いると思います。

CMOユーザ名：ruu

私のような未熟者には主任

ケアマネは相談でき、励まさ

れ、導いてくれる、本当に頼

りにできる存在です。バリバ

リ、かっこよくリードしてく

れる姿は、目標にもなります。

課題も多いと思いますが、介

護業界全体のスキルアップに

繋がるなら、研修の対象が広

がるのもよい気がします。

CMOユーザ名：4165

主任ケアマネは、スキルア

ップや意識の向上のために必

要！ でも、あくまで初心を忘

れない謙虚な姿勢が大切だと

思います（＊ ＿^^ ＊）

CMOユーザ名：2872000746

自分自身、いろいろ勉強し

たかったので資格を取得しま

したが、勤め先からそれを活

かして事業所加算Ⅱを取るよ

う指示があり困惑しています。

後から入社したのにもかかわ

らず、主任ということになり

人間関係も何だか憂鬱。純粋

に勉強したかっただけなのに

……

CMOユーザ名：taiyounihoero

いったい何のために存在す

る資格なのでしょうか。いれ

ば特定事業所加算が取れるの

で、事業所にとっては良い話

です。ケアマネにとっても、

給料アップや条件の良い新た

な職場が見つかるかもしれま

せん。ただし、利用者にとっ

ては意味のないことです。

CMOユーザ名：0818

事業所によっては報酬アッ

プのため、定年延長してでも

研修を受けるパターンも増え

ているのでは？ 過去の苦労

ばかりを誇り、度重なる制度

改正についていけず先輩風吹

かせて、職場の老害となって

主任ケアマ
ネ、

どう思いま
すか？

4月号の
★ 募集テーマ

から

ワタシに
できることは…
（大阪府　YMさん　37歳）

地域包括支援センターで主任ケア

マネの職に就いています。たぶん、

今回の投稿募集テーマだとみなさん

の意見は『地域包括フクロダタキ！』

になる予感が…（泣）。私自身も地

資格者の
立場から


