
平成 29年度事業報告 

（平成 29年 4月 1日～平成 30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 29年度定時社員総会 

日 時：平成 29 年 6月 28日（月）15：00～16：00 

場 所：ANAクラウンプラザホテル福岡 

議決案件： 

    第 1号議案 平成 28年度事業報告案承認に関する件 

    第 2号議案 平成 28年度決算報告案承認に関する件 

    監事監査報告 

    第 3号議案 理事 4名の追加選任の件 

     

②平成 29年度第 1 回臨時社員総会 

日 時：平成 30 年 3月 30日（金）13：00～14：00 

場 所：TKP博多駅前シティセンター 

議決案件： 

    第 1号議案 平成 30年度事業計画案承認に関する件 

    第 2号議案 平成 30年度収支予算案承認に関する件 

 

（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 29 年 5月 24日（水）18：00～19：00 

議決案件： 

第 1号議案 平成 28年度事業報告案について 

第 2号議案 平成 28年度決算報告案について 

第 3号議案 理事 4名の追加選任案について 

第 4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 29 年 12月 5日（火）18：00～19：00 

議決案件： 

    1. 第 19 回九州ブロック介護老人保健施設大会福岡について 



    2. 基金事業の講師謝金に関する規定（案）について 

    3. 次期全老健代議員・予備代議員について 

    4. 協会設立３０周年について 

    5. 変更届 

 

③第 3回理事会 

日 時：平成 30 年 3月 7日（火）18：00～19：00 

議決案件： 

    第 1号議案 平成 30年度事業計画案について 

    第 2号議案 平成 30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 

    その他 1. 第 19回九州ブロック介護老人保健施設大会福岡について 

        2. 変更届 

 

（3）正副会長会議 

 年度中に 8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）有期雇用の無期転換における留意点と助成金について研修会を開催した。 

  開催日：平成 29年 6月 28日（月） 

  会 場：ANAクラウンプラザホテル福岡 

  演 題：有期雇用の無期転換における留意点と助成金 

  講 師：小川 美也子（小川社会保険労務士事務所所長） 

 

（2）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 29年 9月 6日（水） 



   テーマ：認知症の基礎知識 

   講 師：小路 純央（久留米大学精神神経科准教授） 

   

【第 2回】 

   開催日：平成 29年 10月 6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理事長） 

  【第 3回】 

   開催日：平成 29年 11月 22日（水） 

   テーマ：高次脳機能障害のケア 

   講 師：藤山 美由紀（社会医療法人宏潤会大同病院） 

  【第 4回】 

   開催日：平成 29年 12月 15日（金） 

   テーマ：認知症の治療とリハビリ 

   講 師：高椋 清（介護老人保健施設創生園理事長） 

  【第 5回】 

   開催日：平成 30年 1月 19日（金） 

   テーマ：摂食・嚥下・誤嚥性肺炎と食形態を考える 

   講 師：舘村 卓（一般社団法人 TOUCH代表理事） 

   講 師：山本 恭子 

（社会福祉法人熊本東翔会総合ケアセンターたいめい苑） 

【第 6回】 

   開催日：平成 30年 2月 16日（金） 

   テーマ：認知症高齢者の BPSD対応を学ぶ 

（動画を用いた事例検討・対応の仕方を GW で学ぶ・VR を活用した

認知症疑似体験） 

   講 師：三根 浩一郎（特定医療法人幸明会船小屋病院理事長） 

  【シンポジウム】 

   開催日：平成 30年 3月 30日（金） 

   シンポジスト： 

       齊藤 雅 （介護老人保健施設ナーシングセンター八幡） 

       高島 幸子（介護老人保健施設ささぐり泯江苑） 

       立部 恭幸（直方中村病院 認知症医療センター） 

   座 長：増田 住博（介護老人保健施設ニューライフ須恵） 

 

（3）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 29年 7月 12日（水） 

テーマ：現場で活かせるコーチングコミュニケーション 

講 師：安本 圭一（直方中村病院） 

 【初任者第 2回】 

開催日：平成 29年 8月 16日（水） 

テーマ：ビジネスパーソンとして 

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 29年 9月 7日（木） 

テーマ：ビジネスツールを学ぶ・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） 

 【初任者第 4回】 

開催日：平成 29年 10月 13日（金） 

テーマ：セルフマネジメントの技術を学ぶ 

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 29年 11月 16日（木） 

テーマ：施設に於ける様々なリスクとその対応 

講 師：三根 浩一郎（特定医療法人幸明会船小屋病院・寿苑） 

 【初任者第 6回】 

開催日：平成 29年 12月 14日（木） 

テーマ：介護福祉士のキャリアアップ・ターミナルケアの心構え 

    多職種連携を考える 

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 29年 7月 20日（木） 

テーマ：現場で活かせるコーチングコミュニケーション 

講 師：安本 圭一（直方中村病院） 

 【中堅第 2回】 

開催日：平成 29年 8月 21日（月） 

テーマ：ビジネスパーソンとして 

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 29年 9月 22日（金） 

テーマ：ビジネスツールを学ぶ・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 29年 10月 17日（火） 



テーマ：組織運営の基本を学ぶ 

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 29年 11月 17日（金） 

テーマ：施設に於ける様々なリスクとその対応 

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 6回】 

開催日：平成 29年 12月 21日（木） 

テーマ：介護福祉士のキャリアアップ・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 30年 3月 30日（金） 

シンポジスト： 

    釘崎 由香里（麻生教育サービス） 

    友清 雅美 （介護老人保健施設アスピア） 

    松尾 和典 （介護老人保健施設聖母の家） 

座 長：三根 浩一郎（特定医療法人幸明会船小屋病院・寿苑） 

 

（4）若者・女性（主婦層）・高齢者等の潜在介護従事者を対象に参加者を募集し、

「介護助手」等として雇用する際に、当協会が平成 28 年度基金にて作成し

た育成プログラムを活用し、介護従事者として備えるべき基礎的な知識・技

能を学ぶセミナーを開催した。 

また、参加者が興味を持った事業所に直接説明を聞けるように求人募集中の

事業所ブースを設置した。 

 

◇介護助手等育成プログラムを使った講習及び人材発掘事業 

（地域医療介護総合確保基金を受け行った事業） 

  セミナー「始めよう介護の仕事」 

開催日：平成 29年 7月 10日（月）福岡会場（TKP博多駅前ｼﾃｨｾﾝﾀｰ） 

      平成 29年 7月 13日（木）北九州会場（AIM ﾋﾞﾙｷﾌﾟﾛﾎｰﾙ） 

 

（5）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 29年 11月 30日（木） 

  会 場：福岡県中小企業振興センター 

  テーマ：「座ること・立つこと・シーティングの重要性を多職種で共有する」 

  講演 ：演題 多職種で取り組むリハビリテーション・ケア 

その考え方と実践 

      講師 野尻 晋一（介護老人保健施設清雅苑） 

  グループワークと実習： 

演題 「座ること、立つこと、シーティング、移乗」 

      講師 谷川 敦弘（介護療養型老人保健施設恵愛荘） 



（6）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 30年 3月 17日（土） 

  会 場：リファレンス駅東ビル 

  演 題：平成 30年介護報酬改定について～ダブル改定の影響～ 

  講 師：室岡 真弘（社会福祉法人高邦福祉会 木もれ日苑 施設長） 

 

（7）平成 30年介護報酬改定について研修会を開催した。 

  開催日：平成 30年 3月 30日（金） 

  会 場：TKP博多駅前シティセンター 

  演 題：平成 30年介護報酬改定最新情報 

  講 師：西川 佳孝（福岡県保健医療介護部介護保険課課長補佐） 

 

（8）介護福祉士資格取得に必要となる実務者研修を公益財団法人介護労働安定

センター福岡支部と協力し開催した。 

  開催日：平成 29年 8月 2日～11月 28日の期間で 20日間 

  会 場：特定医療法人幸明会会議室 

 

（9）「第 19回九州ブロック介護老人保健施設大会 福岡」 

  平成 30年 5月 24日、25日開催「第 19回九州ブロック介護老人保健施設大

会福岡」に向けて大会準備委員会を招集し、会議等を行った。 

 ・平成 29年 5月 17日：第 1回大会準備委員会開催 

 ・平成 29 年 6 月 1 日、2 日：第 18 回九州ブロック介護老人保健施設大会 in

長崎において大会準備委員で視察及び次回開催県として広報活動を行った 

 ・平成 30年 2月 28日：学術委員で演題の査読を行い、演題振分けを行った 

 ・その他 TEL、FAX を用いて企業展示や広告、ランチョンセミナー等の協賛、

共催企業の募集を行った 

 

 

3 調査研究事業 

 (1) 研修企画委員会を開催し「施設における熱中症対策」「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などを調査した。またこ

の結果をまとめ配布した。 

  

(2)ミャンマー介護福祉士留学生受入れについて、佐賀県介護老人保健施設協

会と連携し、県内 3つの大学へ打診後 2校を訪問し、留学生受入れに関する

ヒアリング行った。また、ミャンマーにて留学生候補者、現地日本語学校の

視察を行った。 

 

4 ブロック活動事業 

 福岡・北九州・筑後・筑豊各ブロックにおいて、各種地域に根差した研修会等

を実施した。また、ブロック内において施設又は職種間における研修等および



相談事業を行い、交流を図った。また、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 その他 

（1）総務委員会 

（2）県・市町村・各種団体における委員会等への委員の派遣 

（3）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。 


