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令和３年度総会 ( 書面表決 ) 終了

代表理事就任挨拶

　令和３年度総会は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、５月に総会資料及び書面表決書を会員登

録されています各事業所の代表者様宛に郵送し、全 137 事業所により議決頂きました。また、承認された新

役員の互選により、社会福祉法人 寿泉会の 稲葉 圭治 が代表理事（会長）に決まりました。

　今年度もコロナ禍での協議会運営となりますが、承認いただいた事業計画等について、感染対策・安全対

策を講じながら、新メンバーで遂行していきます。

　会員の皆様におかれましては平素より協議会の活動にご理解とご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。会長を拝命いたしました稲葉圭治です。皆様のご尽力によ

り当協議会は 20 周年を迎え、今年 3 月にはこれまでの歩みを記念誌「想いを紡いで」

としてまとめることができました。この本を読むと、これまでの協議会の活動の幅広

さ、奥深さに改めて驚かされます。歴史ある協議会の会長に就任することを光栄に感

じるとともに、身にあまる重責に気が引きしまる思いがいたします。微力ではござい

ますが、誠心誠意、職務を全うしていく所存です。ご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

　現在、日本を含め世界各国では新型コロナウィルスとの戦いを繰り広げています。高齢者福祉に携わる私

たちには高いレベルの感染予防対策が求められ、皆様、努力を積み重ねていらっしゃることと思います。人

類初のパンデミック発生は、感染症対策への意識を一段階高めたといっても過言ではありません。この苦難

の時期を乗り越えれば、衛生意識の向上により一層の安心・安全の提供が可能となり、利用者様の満足向上

につながるものと確信しております。会員の皆様と切磋琢磨して対策を講じ続けることで、必ず光明が見え

るはずです。今しばらく、緊張感を維持して感染症対策を続けていきましょう。

　今後とも協議会への変わらぬご協力をお願い申し上げ、会長就任の挨拶とさせていただきます。

朝倉介護 検　索検　索検　索

一般社団法人朝倉介護保険事業者協議会　代表理事　稲葉 圭治

朝倉市の三連水車
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令和 3 年度役員紹介

10 専門部会長
＜居宅介護支援部会＞ ＜訪問介護部会＞

山岡　寛征 森山　亜湖
ケアプランサービス清和園　管理者 ヘルパーステーションけんせい　サービス提供責任者

＜訪問看護・訪問リハビリ部会＞ ＜通所介護部会＞

安　智子 吉田　圭介
甘木中央病院訪問リハビリテーション　作業療法士 太刀洗リハビリ倶楽部　管理者

＜福祉用具部会＞ ＜居宅療養管理指導部会＞

松本　秀雄 小川　紘太郎
太陽シルバーサービス　主任 小川内科・胃腸科医院　副院長

＜通所リハビリ部会＞ < 介護老人福祉施設部会＞

鬼丸　敬太 平田　将博
三愛デイケアセンター　理学療法士 特別養護老人ホーム甘木愛光園　生活相談員　主任

＜グループホーム部会＞ ＜介護老人保健施設部会＞

伊藤　春子 矢野　賢一
グループホーム　愛らんど　管理者 朝倉医師会介護老人保健施設　アスピア　事務長

＜代表理事＞（継）

稲葉　圭治
社会福祉法人　寿泉会
統括本部長・施設管理者

＜副会長＞（新） ＜副会長＞（新）

熊本　正史 今村　順
くまもと内科医院　院長 社会福祉法人　朝老園

特別養護老人ホーム朝老園
理事長・施設長

＜事務局長＞（継） ＜運営部長＞（継）

福田　輝和 辰巳　和也
一般社団法人　朝倉医師会 社会福祉法人　宏志会
介護支援センター 特別養護老人ホームきらく荘
センター長 副施設長

＜研修部長＞（新） ＜広報部長＞（継）

小谷川　江津子 尾花　拓也
医療法人社団　うら梅の郷会 社会福祉法人　朝倉恵愛会
介護老人保健施設城山荘 特別養護老人ホーム宝珠の郷
療養部長 施設長

＜監事＞（継） ＜監事＞（新）

石田　竹美 舟木　潤一
朝倉市保健福祉部介護サービス課 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会
課長 理事
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令和３年度　朝倉介護保険事業者協議会　事業計画

〈全体事業〉
１． 認知症サポーター養成講座への活動支援

・目　的　朝倉地域行政の「認知症サポーター養成講座」への支援を行い、行政と協働で「認知症になっても安心
して暮らせるまちづくり」を推進する。

・対象者　キャラバン・メイト、一般住民
・内容等　キャラバンメイトの状況把握活動、認知症サポーター養成講座へのキャラバン・メイト支援

２． 褥瘡予防研究会
・テーマ　～朝倉地区の褥瘡０を目指して～
・目　的　朝倉地域における訪問系・通所系・施設における事業所職員の連携強化、褥瘡予防に関する知識・技術

のスキルアップを図るとともに、地域利用者への還元へ寄与する。
・内容等　行政・医療・介護の枠を越えた地域還元ネットワークづくり、ノウハウ習得のための勉強会開催等

〈専門部会事業〉
１． 部会（１０部会）ごとに別途事業計画を立て実施

〈その他〉
運営会議にて承認される事業

２． 協議会ホームページの更新・維持・管理
３． 各行事の取材・内容　会報用（記事・写真）

〈広報部事業〉
１． 会報誌の発行

・対象者　会員事業所、特別会員、関係行政機関他
・時　期　年４回（６月、９月、１２月、3 月）を予定
・内　容　季刊誌としての会報の作成と発送

〈研修部事業〉
１． スタッフセミナーの開催

・対象者　全事業所のスタッフ
・場　所　朝倉総合市民センター（ピーポート甘木）
・時　期　年４回（６月、９月、１１月、２月）を予定
・内　容　対人援助、認知症ケア、感染症予防対策　等

〈運営部事業〉

６． 地域内外交流会・事業者間交流会の調整

８． 会員名簿の作成・発行（６月）
７． 行政・三師会への委員及び専門職等推薦

１． 総会の開催
・時　期　５月
・内　容　令和２年度事業報告・決算報告、役員選出、令和３年度事業計画（案）・予算（案）

・時　期　10 月
・内　容　行政との連携協議

２． 朝倉地域行政・介護保険事業者協議会の連携強化

３． 朝倉地域行政・朝倉三師会・介護保険事業者協議会の連携強化
・時　期　12 月
・内　容　行政指針・地域在宅医療を含めた医療と介護との連携協議

４． 運営会議の開催
・時　期　毎月第２水曜日
・内　容　運営会議議題、各専門部会活動等の報告・調整

５． 合同専門部会の調整
・ケアマネと医師他　居宅介護支援・居宅療養管理指導
・訪 問 系　訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ・福祉用具
・通 所 系　通所介護・通所リハビリ
・施 設 系　介護老人福祉施設・介護老人保健施設・グループホーム
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居宅介護支援部会

科学的介護の導入

事業報告Ⅰ　部会活動報告

事業報告Ⅱ　褥瘡予防研究会

　居宅介護支援部会は、今年度18事業所から構成されており女性50名男性16名で総数66名となっています。

数字からもお分かりいただけるように、女性が多く活躍する職種ではありますが、今年度の部会長と副部会

長は男性となっています。女性のように、優しくきめ細やかとはいかない事も多々あるかとは思いますが、

何卒よろしくお願いいたします。

　さて、昨年度はコロナウイルスの感染拡大防止の観点から、公私ともに思うような活動が出来なかった事

が皆様も多々あったかと思います。今年度の居宅介護支援部会としての初動は、連絡事項をメールで行える

ようにメーリングリストの作成。そして、令和3年度介護報酬改定に関しての質問を、部会でとりまとめ保険

者様へ回答を依頼しております。また、今後の研修等のあり方（オンライン研修の実施等）を、管理者の集

いにて検討したいと考えています。

　病院や施設、そして各家庭に訪問する機会が多く外出が多い職種ではありますが、感染拡大には十分配慮

して、今後も活動に取り組んでいきたいと思います。

　令和3年度介護報酬改定の中に、科学的介護の取組の推進と題して「LIFE」を活用する加算が新設されてい

る。その中でも、通所・居住系サービスを対象として「科学的介護推進体制加算」がある。それに紐づくよ

うに「褥瘡マネジメント加算」の要件も「LIFE」を2021年度末までに活用するようになってくる。

　これは、日本政府の骨太の方針に基づかれるものである。介護分野において「科学的」と聞いてもピンと

来ない方も多い。「科学」とは、観測や実験、パターン認識、仮説、予測、そしてまた予測を確かめる観測

や実験が行われていくサイクルである。と聞くと、イメージが湧く方も多いと思うが、いわゆる「PDCAサイ

クル」といえる。

　介護現場において、現場単位で実施されている事を業界単位で取り組んでいく方針である。そしてそのプ

ロセスを、明瞭、適切化し再現性の高いものにしなければならない。そのためには、現場から提供される

データもより高度で的確なものでなければならない。アセスメントの部分である。

　褥瘡とは、ご利用者の全身状態からなる声にできない、あるいは出せない苦痛の表出であると考える。

我々は、この苦痛を予防し、発生しないケアを提供するための「科学者」といっても過言ではない。

ケアプランサービス清和園　山岡 寛征

ケアプランサービス清和園　山岡 寛征
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　樋口さんは大学卒業後、地元にある特別養護老人ホーム宝珠の郷に入職さ
れました。
　私が平成 29 年４月から東峰村社協でケアマネの仕事をするようになった
当時、樋口さんはデイサービスで相談員の仕事をされており、話しをする機
会が多くありました。テキパキと仕事をこなされ、利用者様・利用者の御家
族様からの信頼も厚く、笑顔が素敵な彼女です。
　今年４月から特養部門に異動となり、お会いする機会が少なくなってし
まったのは残念ですが、その変わらない笑顔と優しさで、今後は特養の利用
者様を幸せにするケアサービスを届けてくれると期待しています。

紹介文：東峰村社協ケアプランサービス　佐々木 孝子

　私の趣味や特技は何ですか？と質問された時に、周りの人からも「ボウリング！」と答えられるほど趣味

はボウリングです。学生時代から好きではありましたが近場にお店がなく、社会人になる前に車の免許を取

得できてからは月に 3 回ほど行き、1 回につき 8 ゲームから 10 ゲームくらい投げに行っていました。

ではボウリングの何が楽しいのか。初めはとにかくガターに落ちないように真っ直ぐ転がしてピンを倒せる

ことで楽しみとなっていました。ボウリング場によってレーンコンディションは様々ですが、投球位置や力

加減、今では両手投げをするなど人それぞれ投げ方によってボールの軌道やピンアクションが変わってくる

ことが楽しみの一つだと感じます。

1 番の良いところは年齢や性別問わず皆が健康維持や競技を目的として出来るスポーツであることだと思いま

す。店舗に置いてあるハウスボールには重さの数字が記載されていますが 1 ポンドあたり約 0.45㎏、自分の

体重の 1/10 の重さがボールを選ぶ目安と言われています。歩く・腕

を振る動作など運動に繋がりますが、実際にボールを転がすまでに

肩から指先にかけて腕全体に負担はかかりますので、自分の体に合っ

たボールを選んで怪我なく楽しむことが重要です。競技としては、近

辺のボウリング場では男女問わず参加者全員でスコアを競う形の大

会が開催されています。ボウリング場によっては専属プロがいる施

設や、遠方からプロが来られて一緒に投げられる大会が開催される

こともあってモチベーションが高まります。

　長々とお話ししましたが現在はコロナウイルスの影響もあり、ボ

ウリング場に行くことができないのは残念です。市内にはボウリン

グ場はありませんが、近辺では久留米市や筑紫野市で 5 店舗ほどは

ありますので、興味のある方は是非始めてみませんか。

介護老人福祉施設　きらく荘　荒川 卓也～休みの日はボウリング～

特別養護老人ホーム宝珠の郷 の 樋口 聡子さん

次回は樋口さんからの紹介で「ケアプランサービス アン・ローゼ　赤尾 美佳 さん」です！
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おしらせ

　私が香月病院訪問リハビリで働くようになってちょうど 1 年が過ぎました。それまでは八女市の病院で

リハビリ業務に従事していました。訪問リハビリを行うのは５年ぶりになります。介護報酬改定等もあり

以前、訪問リハビリを行っていた時に比べ慣れない事も多いですがやりがいを持って仕事を行っています。

　昨年からの新型コロナウイルスの影響で医療・介護現場でも今まで以上の感染対策が必要となっていま

す。感染対策だけでなく他の人と接する機会が極端に減り気持ちが落ち込んでいる利用者様に対して少し

でも希望を持っていただけるように心のケアの必要性もあります。私がコロナ禍で最もリハビリが行いに

くいと感じる点はマスク着用による意思の疎通の難しさです。鼻から下がマスクで隠れているため利用者

様の表情が読み取れなかったりこちらも非言語コミュニケーションが取りずらい事が多々あります。利用

者様が不快な気持ちにならないように少し大袈裟に顔の表情を作り、眼だけでも伝わるように努力してい

ます。

　私だけでなく皆様も色々な事でご苦労されていると思います。新型コロナウイルスが収束するまでなん

とか乗り切っていきましょう。

　当協議会も、平成１２年の発足から２０年が経ちました。

　これまでの協議会活動の足跡を２０周年記念誌としてまとめ、先日、

会員事業所及び関係各所へ送付させていただきました。タイトルの「想

いを紡いで」は、１０周年記念誌のタイトルを踏襲しています。

　「紡ぐ」とは…より合わせて１つにすること。

２０年間、皆さんが合わせ紡いで来た介護への情熱・想いを、もっと先

の未来まで、さらに紡ぎ合わせて心を１つにしていく…。

そんな願いを込めています。

　協議会ホームページにも PDF データを掲載していますので、１０周年

記念誌や会報と合わせてぜひご覧ください。

「コロナ禍でのリハビリテーション」　　　　　 
香月病院　訪問リハビリテーション　冨永 浩一

朝倉介護保険事業者協議会 20 周年記念誌が完成しました

介護スタッフリレーコラム

　先日、自施設で新型コロナのワクチン接種を行いました。巷では副反応がキツイ、若い年齢層ほど高熱が出る…などと言われ
ていましたが、私の場合、１回目は肩に筋肉痛のような違和感を覚える程度で、２回目は何度計っても最高で 37.1 度しかあり
ませんでした。副反応が出ずにほっとした反面、「まだ若い」と信じていた自分が全否定されてしまいました ( 笑 )
　末筆ながら、退任された旧役員の皆さま、お疲れさまでした <(_ _)>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報部：尾花）


