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ランチタイム座談会

　令和４年５月２０日（金）、朝倉医師会研修ホールにおいて、

一般社団法人朝倉介護保険事業者協議会総会が開催されました。

開催にあたり、稲葉会長が挨拶され、コロナ禍における協議会

活動の困難さや今後の協議会活動への熱い決意と協力依頼を述

べられました。

　総会では、特別養護老人ホーム甘木愛光園の田熊施設長が議

長に選任され、上程された全議案が承認多数により議決されま

した。また総会終了後は、稲葉会長より各専門部会長に任命辞

令書が交付されました。

　なお、感染予防の一環として、今年度も懇親会は中止とさせ

て頂きました。

令和４年度総会終了
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協議会ホームページへ今すぐアクセス！ https://asakura.in
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令和４年度役員紹介

＜居宅介護支援部会＞ ＜訪問介護部会＞

高井　祐司 田中　悠輝
ケアプランサービス　アン・ローゼ　管理者 武光ヘルパーステーション　管理者

＜訪問看護・訪問リハビリ部会＞ ＜通所介護部会＞

久保山　幸会 石井　加奈
甘木中央病院訪問看護ステーション　管理者 デイサービスセンター　清和園　副主任

＜通所リハビリ部会＞ ＜福祉用具部会＞

道端　俊夫 渡辺　康助
通所リハビリ　だんらん　サービス提供責任者 タイヘイ M&C　久留米営業所　福祉用具専門相談員

＜居宅療養管理指導部会＞ < グループホーム部会＞

小川　紘太郎 岩隈　孝司
小川内科・胃腸科医院　副院長 グループホーム　ゆうゆう　管理者

＜介護老人福祉施設部会＞ ＜介護老人保健施設部会＞

持丸　佳久 野上　裕司
特別養護老人ホーム　清和園　副施設長 介護老人保健施設　城山荘　管理部長

＜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＞（継） ＜副会長＞（継）

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 施設長

＜研修部長＞（継） ＜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＞（新） ＜監事＞（継）

仲山　英俊 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

10 専門部会長
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令和４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

〈運営部事業〉

６． 地域内外交流会・事業者間交流会の調整

〈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

〈広報部事業〉

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）

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、１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（７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

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３年度事業報告・決算報告、役員選出、令和４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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通所介護部会

事業報告Ⅰ　部会活動報告

　昨年度はコロナの影響で対面での部会活動が開催できませんでしたが、初めてZoomを利用した通所介護部

会を開催できました。報酬改定の話や、LIFEを利用した加算の話など、意見交換ができました。

　今年度もコロナの感染状況を見ながら、Zoomを利用したリモート会議や、研修会も開催できればと思います。

大刀洗リハビリ倶楽部　吉田 圭介

事業報告Ⅱ　褥瘡予防研究会

　褥瘡予防研究会は、協議会に所属する複数の部会から会員を募り、褥瘡予防に関する理解の共有や知識の

習得を目的とし、それらを介護現場に還元することを目標に研修会等を開催しています。

　新型コロナウイルス感染症対策の観点もあり、対面での研修会開催が難しい状態が続きますが、感染者数が減

少傾向にあることを鑑みて、本年度は十分な対策を講じたうえで委員会の開催等の活動をしていく予定です。

　現在は、朝倉在宅医療連携拠点をはじめとする様々な部会・事業所と連携し、「褥瘡（床ずれ）評価シー

ト」の作成を進めています。実際の介護現場で使用できるよう見直しを繰り返しており、試験使用を検討す

る段階に至ります。

　場合によっては、実際の現場で試験的に使用するべく、皆様にご協力を依頼することがあるかと思いま

す。ご迷惑をおかけするかもしれませんが、その際は何卒よろしくお願いいたします。

今後とも本委員会にご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

タイヘイ M&C 久留米営業所　渡辺 康助

事業報告Ⅲ　ランチタイム座談会

　４月２０日、協議会のZoomを利用してランチタイム座談会を開催しました。

　「施設における新型コロナウィルス感染症への対応」と題して、施設内でクラスターが発生し対応された

３名の方に、その時の状況や今後の課題等について実体験に基づく貴重なお話をして頂きました。

　約50名の方が参加し、発生から終息までの一連の流れ・職員確保の苦慮・他施設からの応援状況などを真

剣に聴講していました。

　また、質疑応答では、併設事業への影響の有無・風評被害の有無・法人内や他法人からの職員派遣の状況

など、多岐にわたった質問が出されましたが、一つ一つ丁寧に回答して頂きました。

　最後は、緊急時における他法人間での協力の重要性と、それを可能にするため平時からの関係構築が大切

である事を話して頂き、盛況のうちに終了となりました。

　講師の　組坂様（朝倉苑）・辰巳様（夢花館）・今村様（朝老園）、ありがとうございました。
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甘木中央病院リハビリテーション室　井手 翔太郎

　皆さん、はじめまして。私は、甘木中央病院で理学療法

士として勤務しております井手と申します。この度、介護

保険事業者協議会の会報誌を担当させていただくことな

り、私の趣味の話をさせていただきます。

　私の趣味は、魚釣りです。きっかけは小学生の頃でした。

その日、父が私を魚釣りに誘ってきました。あまり興味は

なかったと思いますがついていき、釣りをやってみること

にしました。実際にやってみると、竿から伝わってくる振

動に心奪われました。釣りあげたのは 10㎝程度の小さな

魚でしたが思い出の一匹となりました。

　その後は、様々な釣りにチャレンジしてきました。川釣り

では、ブラックバスやコイ。海釣りでは、アジやサバ、ハモ、

サワラなどの魚を釣りました。しかし、全く釣れない日もあ

ります。釣れない時間を経て、釣った時の喜びは非常に大き

いものがあります。まだ釣り上げたことのない魚も沢山いる

ので今後もチャレンジしていきたいと思います。

　みなさんも、ぜひ釣りに行ってみてはいかがですか。

これからの時期は日差しも強いため、熱中症と日焼けにご注意を。

香月病院ケアプランサービス の 笠 尚子さん

次回は笠さんからの紹介で「香月病院訪問リハビリテーション　富永 浩一さん」です！

　今回、紹介させていただくのは、香月病院ケアプランサービスの笠　尚子さ

んです。

　私が朝倉市社会福祉協議会で介護支援専門員として勤務していた頃、朝倉市

の介護認定調査員として勤務されていた笠さんと出会いました。「飾り気のない、

大らかな感じの方だな。」というのが第一印象でした。

　看護師の資格を持っておられ、様々な施設で豊富な経験を培い、現在は香月

病院ケアプランサービスで、管理者として日々の業務に携わっておられます。

　過去には私の勤務する原鶴温泉病院でも、介護支援専門員として、また看護

師として勤務されていたことがあり、ご縁を感じております。

　私共原鶴温泉病院ケアプランサービスは、諸般の事情により前年度末にて朝倉市介護保険事業者協議会を

退会いたしました。紙面をお借りして、貴協議会よりのご厚情に対し厚くお礼申しあげます。

笠さんのさらなるご活躍とともに、貴協議会の益々のご発展を、うきはの地より応援させていただきます。

紹介文：原鶴温泉病院ケアプランサービス　坂本 文代
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　ようやく福岡県のコロナ警報が解除されました。依然、コロナが終息したわけではありませんが、日々の新規感染者数も減少
傾向にあるようです。これから少しずつ、協議会活動も以前のような活発さを取り戻していけると思われますが、今回のコロナ
禍で得た Zoom というデジタルツールも積極的に活用しつつ、さらに広がりのある協議会を目指していきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報部：尾花）

「診察室で医療と介護を考える」

介護スタッフリレーコラム

　日々、高齢者の診療をして感じるのは、高齢になればなるほど血圧やコレステロールの値などといった数
値よりも、いかに現状の生活を維持していくかが大事で大変かということです。自ずと患者さんや御家族と
話す内容も生活の中身に関わることが多くなりますが、食事、入浴など含め介護サービスにより何とか生活
が成り立っているという事が多々あります。特にコロナ禍となり、デイサービスやショートステイを利用で
きなくなるもしくは利用しなくなることで本人や家族の生活の質が落ちることも少なからず見受けられ、介
護サービスの重要性を再認識しました。
　また、医学的な管理においても、ケアマネージャーや看護師、介護士、ヘルパーさんなど様々な職種の方
達からの情報が役立つことが多く、そのような面でも多職種連携が重要だと感じます。朝倉は都市部と比べ
ると「顔の見える関係」を作りやすい環境であり、これからも医療者・介護者間でこまめに相談できれば有
り難いと思います。

徒然日記
ケアプランサービス清和園　内 俊輔

～家族がいるからこそ～

　昨年7月初旬ごろ、当事業所の管理者の退職に伴
い介護現場から居宅介護支援事業所への異動を伝
えられました。
　ケアマネジャーの資格を取って5年目、ケアマ
ネの更新はしないつもりで考えていた矢先の出来
事。前任者の退職まであと1か月もない状況で引き
受ける事に不安しかないが「家族を養うためだ！
やるしかない」と自分を奮い立たせ辞令を受けま
した。
　ケアマネジャーとして働く事を決めたことに後
悔はしていないが今でも自分の仕事に不安や、解

らない事だらけで右往左往する日々。電話は苦手、
人見知りな性格、ケアマネジャーには向いていな
いと思う事もしばしば。
　そんな毎日の中で帰宅したときはヘトヘトに
なっているが愛するわが子が家の中をハイテン
ションで走り回る姿を見てすべてが吹き飛ぶ。TV
では戦争で家族がバラバラになったり、子供が亡
くなったり胸が痛くなるニュースが目に入り改め
て家族の大切さを感じています。
　家族に支えられて明日も「ケアマネの仕事がん
ばろう」と思う毎日です。

小川内科胃腸科医院　小川 紘太郎


