
平成 28年度事業報告 

（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

 

1 会議 

（1）社員総会 

 定款の規定に基づき定時社員総会を 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平成 28年度定時社員総会 

日 時：平成 28年 6月 27日（月）14：30～15：10 

場 所：ホテルセントラーザ博多 

議決案件： 

    第 1号議案 平成 27年度事業報告案について 

    第 2号議案 平成 27年度決算報告案について 

    監事監査報告 

    第 3号議案 定款一部変更について 

    第 4号議案 理事及び監事の選任について 

 

②平成 28年度第 1回臨時社員総会 

日 時：平成 29年 3月 29日（水）16：00～17：00 

場 所：ホテルセントラーザ博多 

議決案件： 

    第 1号議案 平成 29年度事業計画案について 

    第 2号議案 平成 29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 28年 6月 9日（木）18：00～19：00 

議決案件： 

第 1号議案 平成 27年度事業報告案について 

第 2号議案 平成 27年度決算報告案について 

第 3号議案 定款一部変更について 

第 4号議案 役員改選について 

第 5号議案 社員総会の開催について 

 

 

 



②第 2回理事会 

日 時：平成 28年 6月 27日（月）15：10～15：20 

議決案件： 

    第 1号議案 代表理事一名選任について 

 

③第 3回理事会 

日 時：平成 29年 2月 28日（火）18：00～19：00 

議決案件： 

    第 1号議案 平成 29年度事業計画案について 

    第 2号議案 平成 29年度収支予算案について 

    第 3号議案 社員総会の開催について 

 

（3）正副会長会議 

 年度中に 9 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）介護老人保健施設の会計・経理に関する研修会を開催した。 

  開催日：平成 28年 6月 3日（金） 

  会 場：ANAクラウンプラザホテル福岡 

  演 題：介護老人保健施設の会計・経理について 

  講 師：野田 昇宏（野田税理士事務所所長） 

   

 

（2）事業継続計画（BCP）に関する研修会を開催した。 

  開催日：平成 28年 6月 27日（月） 

  会 場：ホテルセントラーザ博多 

  演 題：今、老健施設に求められる事業継続計画（BCP） 

  講 師：本田 茂樹（インターリスク総研特別研究員） 

 

 

 

 

 

 

 



（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。 

 

◇施設系サービス従事者向け認知症対応力向上研修事業 

    （地域医療介護総合確保基金を受け行った事業） 

   会 場：ANAクラウンプラザホテル福岡 

  【第 1回】 

   開催日：平成 28年 9月 7日（水） 

   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 28年 10月 7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船小屋病院） 

  【第 3回】 

   開催日：平成 28年 11月 24日（木） 

   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 28年 12月 12日（月） 

   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 29年 1月 23日（月） 

   テーマ：認知症の治療とリハビリ 

   講 師：都甲 幹太（介護老人保健施設あやめの里） 

  【第 6回】 

   開催日：平成 29年 2月 16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：高椋 清（介護老人保健施設創生園） 

  【シンポジウム】 

   開催日：平成 29年 3月 29日（水） 

   テーマ：認知症ケア 

   シンポジスト： 

       庄嶋 智 （福岡県高齢者地域包括ケア推進課） 

       矢山 隆行（医療法人光風会宗像病院） 

       嶋﨑 隆志（介護老人保健施設あやめの里） 

   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。 

 

◇初任者及び中堅職員に対する職場環境改善研修事業 

   （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 28年 8月 4日（木） 

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 28年 8月 24日（水） 

テーマ：組織人として働き未来の人財になるために 

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 9月 8日（木） 

テーマ：キャリアアップ（資格取得と自己啓発） 

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 10月 6日（木） 

テーマ：介護現場で活かせるコミュニケーション技術を身につける 

講 師：安本 圭一（医療法人社団温故会直方中村病院） 

 【初任者第 5回】 

開催日：平成 28年 11月 8日（火） 

テーマ：介護・医療機関のマナーとコンプライアンスの理解 

講 師：平尾 和久（株式会社アステム） 

 【初任者第 6回】 

開催日：平成 28年 12月 8日（木） 

テーマ：キャリアアップ・モチベーション・ターミナルケア 

講 師：三根 浩一郎（特定医療法人幸明会船小屋病院・寿苑） 

 

 【中堅第 1回】 

開催日：平成 28年 8月 8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） 

 【中堅第 2回】 

開催日：平成 28年 8月 29日（月） 

テーマ：リーダーとしての自己啓発 

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 9月 27日（火） 

テーマ：アンガーマネジメント 

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 10月 18日（火） 

テーマ：「相手に伝わる話し方」～部下との関係を深めるコーチングスキル 

講 師：安本 圭一（医療法人社団温故会直方中村病院） 

 【中堅第 5回】 

開催日：平成 28年 11月 15日（火） 

テーマ：介護・医療機関のマナーとコンプライアンスの理解 

講 師：平尾 和久（株式会社アステム） 

 【中堅第 6回】 

開催日：平成 28年 12月 15日（木） 

テーマ：モチベーションとリーダーシップ 

講 師：三根 浩一郎（特定医療法人幸明会船小屋病院・寿苑） 

 【シンポジウム】 

開催日：平成 29年 3月 29日（水） 

テーマ：職場環境改善 

シンポジスト： 

    安本 圭一 （医療法人社団温故会直方中村病院） 

    鷹尾 明浩 （特定医療法人幸明会船小屋病院） 

    淺尾 久美子（介護老人保健施設ひのき） 

座 長：三根 浩一郎（特定医療法人幸明会船小屋病院） 

 

 

（5）若者・女性（主婦層）・高齢者等の潜在介護従事者を「介護助手」等とし

て雇用した際に、介護従事者として備えるべき基礎的な知識・技能を学ぶ

ための育成プログラムを支援する共通ツール・マニュアルを作成する事業

を行った。 

 

◇介護助手育成プログラム作成事業 

 （地域医療介護総合確保基金を受け行った事業） 

  マニュアル「はじめよう介護の仕事」を作成し、協会ホームページに掲載

した。平成 29 年度以降、若者、女性（主婦層）、高齢者等向けに介護従事

者として備えてほしい基礎的な知識・技術を学ぶ介護入門講習を開催し、

併せて、事業所紹介のブースを設け新たな人材発掘を行っていく。 

 

 

 

 

 



（6）全国老人保健施設協会福岡県介護老人保健施設協会共催研修会を開催した。 

  開催日：平成 28年 12月 5日（月） 

  会 場：ＪＲ博多シティ 大会議室 

  講演１：演題 施設内感染症への対応 

      講師 三角 博康（介護老人保健施設伸寿苑） 

  講演２：演題 認知症患者へのムセ・誤嚥への実際的なアプローチ 

～講義と実習で学ぶ～ 

      講師 本間 達也（全国老人保健施設協会副会長） 

 

（7）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 29年 3月 11日（土） 

  会 場：麻生リハビリテーション大学校 

  演 題：同時改定に適応し地域で選ばれる老健とは 

  講 師：土井 勝幸（介護老人保健施設せんだんの丘） 

 

（8）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 

 「介護老人保健施設運営調査」を行い、在宅復帰関連加算等の算定状況を調

査した。またこの結果をまとめ配布した。 

 

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、施設や一般向けの広報を行った。 

 

6 その他委員会事業 

（1）研修企画委員会 

 

7 災害支援事業 

 平成 28 年 4 月に発生した「平成 28 年熊本地震」への支援として、全国老人

保健施設協会を中心に、物資支援を行った。 

県内の施設をはじめ、全国から多くの支援物資を頂き、熊本の被災施設へ搬送

した。物資の仕分け積込み作業に 241名の施設職員にご協力を頂いた。 

 また、災害支援ボランティアとして福岡県から延べ 325 名が熊本の被災施設

で支援活動を行った。 


