
 

平成 27年度事業報告 

（平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日） 

 

1 会議 

（1）社員総会 

 定款の規定に基づき社員総会を 1 回、臨時社員総会を 1 回開催し、付議され

た案件を審議、可決承認した。議決案件等の概要は次の通りである。 

 

①第 1回定時社員総会 

日 時：平成 27年 6月 29日（月）15：00～15：40 

場 所：ホテルセントラーザ博多 

議決案件等： 

    第 1号議案 平成 26年度事業報告案について 

    第 2号議案 平成 26年度収支決算案について 

 

②第 1回臨時社員総会 

日 時：平成 28年 3月 24日（木）16：00～17：00 

場 所：ホテルセントラーザ博多 

議決案件等： 

    第 1号議案 平成 28年度事業計画案について 

    第 2号議案 平成 28年度収支予算案について 

 

 

（2）理事会 

 定款の規定に基づき理事会を開催し、社員総会に付議すべき事項等について

審議、可決承認した。審議案件の概要は次の通りである。 

 

①第 1回理事会 

日 時：平成 27年 5月 20日（水）18：00～18：30 

議決案件： 

1）平成 26年度事業報告について 

2）平成 26年度収支決算について 

3）社員総会の開催について 

 

②第 2回理事会 

日 時：平成 28年 2月 23日（火）18：00～19：00 

議決案件： 

  1）平成 28年度事業計画案について 

  2）平成 28年度収支予算案について 

  3）社員総会の開催について 



（3）正副会長会議 

 年度中に 6 回開催し、当会事業の細目、委員会活動の内容の協議、その他事

業計画の執行について検討を行った。 

 

 

2 研修会事業等 

 介護老人保健施設におけるサービスの質の維持・向上をはかり利用者及びそ

の家族に良質なサービスを提供すること、また広く介護保険制度等への理解が

得られることを目的として、教育・専門性の向上・職員のスキルアップそして

施設の安定経営等に資する情報提供を含めた各種研修会事業を実施した。 

 

（1）平成 27年度介護報酬改定について研修会を開催した。 

  開催日：平成 27年 5月 25日（月） 

  会 場：ANAクラウンプラザホテル福岡 

  【講演 1】 

  演 題：介護報酬改定に伴う老健の役割について 

  講 師：三根 浩一郎（協会会長・特定医療法人幸明会理事長） 

  【講演 2】 

  演 題：2015 年介護報酬改定について 

  講 師：村上 佳子（協会理事・メディカル 21代表・医療実務研究会代表） 

 

（2）施設におけるリスクマネジメントを学ぶことを目的に研修会を開催した。 

  開催日：平成 27年 6月 29日（月） 

  会 場：ホテルセントラーザ博多 

  演 題：老健施設のリスクマネジメント 

  講 師：山野 雅弘（全老健管理運営委員会安全推進部会長 

            紀伊の里施設長） 

 

（3）介護老人保健施設・介護老人福祉施設等の従事者向けに認知症ケアにおい

て重要かつ対処困難な症状である BPSD や高次脳機能障害に対する理解と

対応を学習することを目的とした研修会及びシンポジウムを開催した。 

    （地域医療介護総合確保基金を受け行った事業） 

   会 場：福岡県中小企業振興センター 

  【第 1回】 

   開催日：平成 27年 10月 13日（火） 

   テーマ：認知症の基礎知識 

   講 師：小路 純央（久留米大学医学部医学科神経精神医学講座） 

  【第 2回】 

   開催日：平成 27年 10月 30日（金） 

   テーマ：認知症の理解 

   講 師：三根 浩一郎（特定医療法人幸明会） 

 



  【第 3回】 

   開催日：平成 27年 11月 17日（火） 

   テーマ：認知症高齢者の BPSD対応を学ぶ 

   講 師：祁答院 美和子（久留米総合病院付属介護老人保健施設） 

  【第 4回】 

   開催日：平成 27年 12月 1日（火） 

   テーマ：高次脳機能障害のケア 

   講 師：藤山 美由紀（名古屋市総合リハビリテーションセンター） 

  【第 5回】 

   開催日：平成 27年 12月 17日（木） 

   テーマ：認知症の治療とリハビリ 

   講 師：小川 敬之（九州保健福祉大学保健科学部作業療法学科） 

  【第 6回】 

   開催日：平成 28年 1月 21日（木） 

   テーマ：多職種それぞれの役割とチームケアについて 

   講 師：山野 雅弘（介護老人保健施設紀伊の里） 

  【シンポジウム】 

   開催日：平成 28年 3月 24日（木） 

   テーマ：認知症ケア 

   シンポジスト： 

       田嶋 浩俊（福岡県高齢者地域包括ケア推進課） 

       田崎 廣美（介護老人保健施設ニューライフ須恵） 

       渡口 彩子（介護老人保健施設ひのき） 

   座 長：増田 住博（介護老人保健施設ニューライフ須恵） 

 

（4）初任者向けに介護職員としての意識と行動を身に着ける研修、中堅職員向

けにリーダーとしての遂行能力、育成能力を身に着けることを目的とした

研修会及びシンポジウムを開催した。 

   （地域医療介護総合確保基金を受け行った事業） 

会 場：大博多ビル会議室 

 【初任者第 1回】 

開催日：平成 27年 12月 7日（月） 

テーマ：現時点を分析する 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【初任者第 2回】 

開催日：平成 27年 12月 21日（月） 

テーマ：キャリアを考える 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【初任者第 3回】 

開催日：平成 28年 1月 8日（金） 

テーマ：プロフェッショナルになる 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 



 【初任者第 4回】 

開催日：平成 28年 2月 1日（月） 

テーマ：チームの一員となる① 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【初任者第 5回】 

開催日：平成 28年 2月 15日（月） 

テーマ：チームの一員となる② 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【初任者第 6回】 

開催日：平成 28年 3月 11日（金） 

テーマ：未来の人財となる 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 

 【中堅第 1回】 

開催日：平成 27年 12月 4日（金） 

テーマ：コーチングコミュニケーション学ぶ 

講 師：安本 圭一（医療法人社団温故会直方中村病院） 

 【中堅第 2回】 

開催日：平成 27年 12月 25日（金） 

テーマ：現時点を分析する 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【中堅第 3回】 

開催日：平成 28年 1月 13日（水） 

テーマ：リーダーとして 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【中堅第 4回】 

開催日：平成 28年 2月 2日（火） 

テーマ：人材育成 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【中堅第 5回】 

開催日：平成 28年 2月 18日（火） 

テーマ：チームの一員として育てる 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【中堅第 6回】 

開催日：平成 28年 3月 16日（水） 

テーマ：メンバーの成長のために 

講 師：釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

 【シンポジウム】 

開催日：平成 28年 3月 24日（木） 

テーマ：職場環境改善 

 

 



シンポジスト： 

    三根 浩一郎（特定医療法人幸明会船小屋病院） 

    安本 圭一 （医療法人社団温故会直方中村病院） 

    金村 隆  （介護老人保健施設老健センターながお） 

    斉藤 美鈴 （特定医療法人幸明会船小屋病院） 

     

（5）認知症の生活障害についてリハビリテーション部会で研修会を開催した。 

  開催日：平成 28年 3月 12日（土） 

  会 場：麻生リハビリテーション大学校 

  演 題：認知症の生活障害に対してリハ職種のできること 

  講 師：谷川 良博（広島都市学園大学作業療法学専攻講師） 

 

（6）県内 4つのブロックにおいて地域に根差した研修会等を実施した。 

 

 

3 調査研究事業 

 「在宅復帰率・稼働率」「医薬品について」「人材確保への取り組み」につい

てアンケート調査を行った。 

 

4 ブロック活動事業 

 相談受付について一部事務局にて受け付けた。数件の相談で、要介護者の受

入れ先等が主であった。 

 

 

5 広報出版事業 

 当会のホームページ上に介護老人保健施設や当会研修会事業に関する情報を

掲載し、施設や一般に向けた広報を行った。 

 

 

6 その他委員会事業 

（1）研修企画委員会 


