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2　設立趣意書

甘木朝倉介護保険事業者協議会　設立趣意書

　世界に類のない急速な高齢化の進行に伴い、寝たきりや認知症の高齢者が増大する

一方、核家族化、少子化、女性の社会進出、介護期間の長期化などにより家族による

介護が困難になり、高齢者介護の問題は社会全体の深刻な問題となってきています。

　こうした中、本年 4月より社会全体で支えていく制度として介護保険制度がスター

トしました。

　介護保険制度のもとでは、従来の措置制度と異なり介護サービスの利用者がサービ

ス事業者を選択し、契約を結ぶことによりサービス提供がなされるようになっており、

サービス事業者としては住民の信頼や期待に十分に応えうる質の高いサービスをいか

に提供していくのかが大きな課題となっています。

　また、サービスの提供に当たっては、サービス事業者相互の連携をいかに図ってい

くのかが大変重要な課題になっています。

　このような課題を解決していくためには一事業者だけの努力では不十分であり、事

業者相互の研磨・交流を図るための機関がどうしても必要と考え「甘木朝倉介護保険

事業者協議会」を設立することに致しました。

　この協議会では、介護保険制度の最新の情報を共有し、利用者及び家族の方に信頼

される質の高いサービスを提供できるように、相互交流と研磨を積み重ね事業者のレ

ベルの向上を図っていきたいと考えています。

　どうかこの趣旨をご理解いただき、協議会に参加いただきますようよろしくお願い

致します。

平成 12年 7月



　設立趣意書　3

―発起人－

甘木市　　　　　　　　　　　　　　　　市　長　　塚　本　勝　人

福岡県介護保険広域連合朝倉支部　　　　支部長　　手　柴　豊　次

福岡県朝倉保健所　　　　　　　　　　　所　長　　宮　崎　　　親

小石原村　　　　　　　　　　　　　　　村　長　　栁　瀬　眞　人

宝珠山村　　　　　　　　　　　　　　　村　長　　松　本　善　夫

杷木町　　　　　　　　　　　　　　　　町　長　　林　　　隆　信

朝倉町　　　　　　　　　　　　　　　　町　長　　白　水　堅　志

三輪町　　　　　　　　　　　　　　　　町　長　　手　柴　豊　次

夜須町　　　　　　　　　　　　　　　　町　長　　山　内　秋　夫

社団法人甘木朝倉医師会　　　　　　　　会　長　　和　田　治　彦

社団法人甘木朝倉歯科医師会　　　　　　会　長　　藤　村　義　治

社団法人福岡県薬剤師会甘木朝倉支部　　支部長　　平　位　育　溥

甘木朝倉介護福祉施設連絡会　　　　　　会　長　　釜　堀　　　始

甘木朝倉介護保健施設連絡会　　　　　　会　長　　今　村　米　子

社会福祉法人甘木市社会福祉協議会　　　会　長　　手　嶋　三　樹

社会福祉法人小石原村社会福祉協議会　　会　長　　栁　瀬　眞　人

社会福祉法人宝珠山村社会福祉協議会　　会　長　　松　本　善　夫

社会福祉法人杷木町社会福祉協議会　　　会　長　　井　上　一　義

社会福祉法人朝倉町社会福祉協議会　　　会　長　　深　見　良　德

社会福祉法人三輪町社会福祉協議会　　　会　長　　田　邉　昭　藏

社会福祉法人夜須町社会福祉協議会　　　会　長　　平　田　克　實

－設立準備委員会－

委員長　　野　田　雅　春（介護老人保健施設「城山荘」）

委　員　　釜　堀　　　始（介護老人福祉施設「朝倉苑」）

　　　　　川　波　浩　司（介護療養型医療施設「太刀洗病院」）

　　　　　小　暮　悦　子（訪問介護「ヘルパーステーション安樹」）

　　　　　黒　田　博　喜（通所介護「朝老園」）

　　　　　鬼　塚　純　子（訪問看護「甘木朝倉医師会訪問看護ステーション」）

　　　　　江　藤　清　子（通所リハビリテーション「アルファ俊聖」）

　　　　　副　島　昌　利（福祉用具「太平」）

　　　　　橋　本　恵　美（居宅介護支援「コムスン甘木朝倉ケアセンター」）

　　　　　鶴　我　ケイ子（居宅介護支援「まるごとケアプランサービスいしずえ荘」）

　　　　　火野坂　　　徹（甘木朝倉医師会）

（付記）	設立趣意書等は設立時の資料からそのまま転記したものであり、氏名、役職、所属、名称、		
　その他は当時のものとなっております。予めご了承下さい。

　　 　	但し、平成 16年 12月より、従来の「痴呆」という表現をあらため、「認知症」との用
語を用いることになりました。本文中訂正致しております。



4　会長あいさつ

　平成 12年介護保険制度施行直後の 8月、甘木朝倉介護保険事業者協議会は設立され、本年

で 10年の歴史を重ねる事が出来ました。これも偏に会員事業所皆様方の本会運営に対する深

いご理解と、介護保険事業に対する熱意と使命感の賜物であると、改めて深甚なる感謝と敬意

を表する次第です。又、本会設立当初においては、新たな介護保険制度をスタートさせねばな

らないという多難な時期にあって、朝倉地域における行政・医療・福祉の有志による垣根を越

えたご努力が、現在の活発な協議会活動を支える揺ぎ無い礎を築かれたということを、10年

の節目に当り改めて振り返り認識させていただきました。

　本会設立以来、先ずは何より朝倉地域において提供される介護サービスの質を向上させるこ

とを目的に各種研修を積極的に行い、今では年間 4～ 5回は計画されるスタッフセミナーの

参加者は毎回 300 名を超えております。研修テーマに基づく講師選定に際しても、行政はじ

め協議会会員が所属する各種団体からの適切且つ円滑な推薦依頼が可能となっておりますし、

現在においては各専門部会単位による研修企画や、継続的な取り組みに発展しつつある褥瘡予

防研究会が発足する等、益々充実したものとなっております。これは、各会員の皆さんが協議

会組織の存在意義とメリットを認められ協議会組織に対し依存的ではなく、積極的に参画して

いただいている結果の表れであり、その根底にある介護に対する熱意と向上心というものが正

に現在における協議会活動の原動力となっています。

　併せて介護保険発足以前は、それまで繋がりを意識しなかった事業所間関係も介護保険とい

う制度上の特性や利用者に対する介護サービスの提供を通し、徐々にその繋がりの重要性に気

付かされたのではないでしょうか。もし、この地に朝倉介護保険事業者協議会という組織が存

在していなかったら…と考えたとき、その答えは会員の皆さんが一番良くお分かりの事であろ

うと思います。

　我々は事業所単位でその専門性をもってサービスを提供するわけでありますが、絶え間なく

流れる要介護者の生活を支える上においては常に関係家族、各種サービス事業者、地域、行政

とバトンを渡しながら、時には共にバトンを握りその営みを支えているということの認識が必

要であります。

　そういった意味においても特に事業者間、行政との連携協働は重要であり、その目的達成に

協議会の存在は大きく貢献しているものと思っております。

　平成 20年度から取り組みを始めた認知症サポーター養成講座は、事業者と行政が協働して

行う地域社会に対する、インフォーマルなアプローチと言えます。このことが、朝倉地域にお

ける高齢者の生活を社会全体で見守る機運の醸成に繋がり、誰しもが何れ迎える高齢期を安心

して過ごせる朝倉地域の「まちづくり」に寄与できる活動へと発展できればと考えております。

　10年の歴史の中で育まれた事業所間連携を大切にし、協議会活動を積極的に支えて下さる

行政・保険者、医師会・歯科医師会・薬剤師会の皆様との関りを一層深め、更なる協議会運営

の充実に向け会員事業所皆様の積極的な参画を切に願いますと共に、朝倉地域における介護

サービスの更なる向上を目指し、新たな 10年の歴史を共に築いて参りましょう。

「設立 10 周年を迎えるにあたり」

朝倉介護保健事業者協議会　会長　
今村　順



特別寄稿　5

　朝倉介護保険事業者協議会の設立 10周年、誠におめでとうございます。

　貴協議会は、平成 12年に設立され、介護サービス事業者の質の向上ならびに事業者相互の

連携や交流を図るため、さまざまな活動を展開され、介護サービスの充実と会員事業者の指導

育成に大きく貢献してこられました。また、本県の介護保険行政の推進にもご協力をいただい

ております。今村会長をはじめ歴代役員ならびに会員の皆さまのご尽力に対し、深く敬意を表

します。

　協議会が発足した平成12年に介護保険制度が始まり、今年で10年が経過しました。この間、

介護サービス利用者は、在宅サービスを中心に年々増加しており、本県で要介護認定を受けら

れた方は、制度発足時の約 10万人から現在は約 20万人と、この 10年で 2倍に増加するなど、

県民の老後の安心を支える介護保険の役割は、ますます重要なものとなっています。

　サービス利用の大幅な伸びにより、介護給付費は、制度当初の 1,620 億円から、平成 20

年度は 2,700 億円となっています。

　介護保険は、介護を要する状態となっても、可能な限り、自宅で自立した日常生活を営める

ように、真に必要なサービスを提供する仕組みです。豊かな長寿社会を実現するためには、安

定的な介護保険制度を築いていくことが、大変重要です。介護保険制度が、将来にわたり安定

したものとなるよう、県としても必要な制度改善について国に対し提言を行ってまいります。

　県では、平成 21年 3月に福岡県高齢者保健福祉計画を策定し、「いきいきと暮らせる安全・

安心な社会」の実現に向け、高齢者の就業機会の確保、生涯学習、スポーツ・文化活動をはじ

めとする社会参加と生きがいづくりの推進、介護が必要な状態に陥らないための介護予防や生

活支援策の推進、認知症高齢者等施策の推進や高齢者の権利擁護、介護サービスの質の向上等

を積極的に推進しています。

　今後とも皆さまの一層のご支援とご協力をお願いいたします。

　朝倉介護保険事業者協議会の今後ますますのご発展と会員の皆さまのご健勝を心から祈念い

たします。

特別寄稿　祝辞

福岡県知事　　
麻生　渡



6　祝辞

　平成 22年 4月に朝倉市長に就任いたしました森田俊介です。

　朝倉介護保険事業者協議会が設立十周年を迎えられますことに対しお祝いを申し上げますと

ともに、朝倉地域住民の立場に立った介護サービスを提供していただいておりますことに、厚

くお礼を申し上げます。

　介護保険制度は平成 12年 4月にスタートいたしましたが、介護保険を将来にわたって安心

して利用できる制度とし、サービスの質の向上を図ることは、介護保険を運営する保険者とし

ても重要な課題であります。

　このような中、朝倉介護保険事業者協議会におかれましては、地域住民への質の高い介護サー

ビスの提供や包括的なケアの実現を目的に設立され、会員の拡大はもとより、目的達成にご尽

力され、今では 150 を越える会員を有する福岡県下でも有数の協議会として発展を遂げられ

ております。

　また、12の専門部会での情報交換、研修事業等、専門性を追求され、たゆまぬ努力を続け

ておられますことに敬意を表しますとともに深く感謝申し上げます。

　さて、ご承知の通り日本は世界にさきがけて高齢化が進んでおり、今後さらにひとり暮らし

の高齢者、高齢者夫婦のみの世帯、さらに認知症高齢者の増加などが予想されます。朝倉市

におきましても、高齢化率が 27.2％となっており、ひとり暮らしや高齢者夫婦のみの人数は

6,000 人を超えております。

　私は、『親と子と孫が一緒に暮らす「朝倉市」』をめざして 7つのビジョンをあげています。

そのひとつとして、『心豊かに安心して暮らせる福祉のまち「朝倉」』の施策として、高齢者を

地域で見守る仕組みづくり、高齢者がその経験や能力を活かして、元気で活躍できる地域社会

の実現に取り組んでいきたいと考えております。

　現在、団塊の世代が 75歳になる 2025 年を見すえた、あるべき地域包括ケアについての議

論を行っておりますが、この地域包括ケア体制を実現するためには、介護保険給付サービスだ

けでは不十分ですし、医療・福祉・生活支援サービスなどの多様な主体が連携しながら地域の

総合力としてその力を充分に発揮しなければならないと考えます。

　そしてそれは、朝倉介護保険事業者協議会のご理解とご協力なくして実現は不可能でありま

す。

　介護ニーズの高まりのなか、朝倉介護保険事業者協議会が、更なる「介護サービスの質の向

上」、「介護基盤の充実」に取り組んでいただきますとともに、「利用者の視点に立った介護サー

ビス」を末永く提供していただくことを切望するものです。

　最後に、朝倉介護保険事業者協議会の益々のご発展と会員各位のさらなるご隆盛を祈念して

お祝いのことばといたします。

　　祝　辞

朝倉市長　　
森田　俊介



祝辞　7

　朝倉介護保険事業者協議会が、設立 10周年を迎えられますことを心よりお祝い申し上げま

す。

　平成 12年 4月からの介護保険制度の施行に合わせるように、県内でもいち早く、同年の 8

月に貴協議会が設立され、当時発足と併行しながら、制度を補完していくあわただしい状況を

想い浮かべますと、設立に際し大変なご苦労があったのではないかと、その歴史を顧みるとこ

ろでございます。

　発足当初は、介護保険制度自体はあっても、介護サービスは受けられないのではないかといっ

た不安な面もありましたが、今では介護保険もしっかりと地域に根差した制度となってきてお

ります。

　施行後も制度として、住民の皆様方から受け入れられ、スムーズな事業の運営が続けられて

いますが、これもひとえに貴協議会として、利用者の方々へ良質な介護サービスの提供を行う

ため、常に研鑚を積まれ資質の向上に努められる等、これまで果たされてきた役割は非常に大

きく、改めて敬意を表するところでございます。

　今日の日本は超高齢社会を迎え、介護保険制度として成熟していくために、新たな変革の時

代に入ろうとしています。介護保険に携わられる皆様方にとって、専門的な知識の活用は勿論

のこと、事業者として地域と向き合い、多様な介護ニーズへの対応を図りながら、この地域に

住む高齢者の方々が安心感のうえに、住み慣れた地域で自立した生活を送れるような介護サー

ビスの提供を心より願うものでございます。

　筑前町としましても、貴協議会と連携を密にして、相互の信頼関係をより深めながら、出来

る限りの支援を行って参りたいと考えるところでございます。

　今後とも利用者への介護サービス提供の要として、地域福祉の向上にご尽力賜わりますよう

お願いいたします。

　最後になりますが、10周年という節目を新たな出発点として、朝倉介護保険事業者協議会

の益々のご発展を祈念申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。	

　　祝　辞

筑前町長　　　
田頭　喜久己
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　この度、朝倉介護保険事業者協議会が 10周年を迎えられたことを心よりお慶び申し上げま

す。また貴協議会の運営にあたり、御尽力頂いています関係各位の皆様方に対し心から敬意を

表する次第です。

　さて近年の地域保健事業を取り巻く社会情勢はめまぐるしく変化しており、特に少子、高齢

化とともに高齢者の介護問題、独居老人世帯に関する課題などがクローズアップされています。

本村におきましても、高齢者の独居老人世帯が急激に増加する中、要介護状態になることを予

防するために一般高齢者施策や特定高齢者施策などの取り組みを行い、介護予防の推進に努め

ているところです。また、要介護状態になる要因である生活習慣病対策として、村民の皆さん

の主体的な健康づくりのために「この村に暮らしてよかったと思えるむらづくり」を理念とし、

健康づくり、生きがいづくりの推進、医療福祉サービスや地域福祉の推進に努めているところ

です。特に福祉の分野ではかって例を見ない超高齢化社会を迎え、思いやりや地域の連携が薄

れる状況の中での福祉の充実は行政の重要な課題となっています。

　そのような状況の中、行政の力の及ばぬところを担ってくれる介護保険事業者の存在の重要

性を改めて認識するものでございます。これからの高齢社会において大切なことは、個人の尊

厳です。そのことは、住み慣れた、住みたい地域で健康で豊かな人生を送りたいと願う人々に、

生きがいのある生活を提案し、多様な選択肢のある社会を実現することであると思います。こ

の実現には「高齢者を支えるケア体制の確立」が大切であり、このことは公的介護保険制度を

はじめとした社会保障制度と、多様な社会資源の組み合わせを実現していくことであると思い

ます。高齢者の環境・ニーズの状況を踏まえ、高齢者世帯や一人暮らしの生活を安心して住め

るむらづくりを推進するため地域住民やボランティア団体や社会福祉協議会や介護保険業者等

が連携するネットワークの構築が重要な課題と思っているところです。このような中での貴協

議会は、利用者の立場に立った「質の高い介護サービスの提供」をはかり介護サービスの健全

な発展を目的とし、これからの高齢社会における地域住民の期待に応える介護サービスのあり

方を提案し、サービスを開発・提供し、継続的な改善を実践していく事業者団体としてご活動

に期待するところです。

　どうぞ、この十年間の実績をステップにされ、今後とも朝倉地域の介護行政と連携連帯を図

りながら、高齢者福祉の向上と市・郡内の福祉の拠点として発展されますよう念願するもので

あります。これからも一層の御精進をお願い申し上げますとともに、保険事業者の皆様方のご

健勝とご活躍を祈念しまして、お祝いの挨拶といたします。

　　祝　辞

東峰村長　　　
高倉　秀信



祝辞　9

　朝倉介護保険事業者協議会が設立 10周年の節目を迎えられましたことを、心よりお祝い申

し上げます。

　公的介護保険制度が平成 12年 4月に施行されたのと前後して、介護保険事業者協議会設立

の準備が行政主導で行われ、各事業所から 10人の精鋭たちが集められました。当初、医師会

はこの構成メンバーから外れていたため、説明にみえた才田課長（当時甘木市）に、私がメン

バーになるように強要したことを、つい先日のことのように覚えています。

　その当時、医師の中には、介護保険制度が出来ることによって、患者さんが介護施設に取ら

れてしまうのではないかと言う不安があり、医師会として、介護業界を敵対視する向きもあり

ました。私は医療と介護は決して対立関係にあるものではなく、お互い協力し合って要介護者

に向かうべきだとの考えから、如何にして二つの業界が仲良くやって行けるかを念頭に、二つ

の業界の仲介者になろうとして副会長を引き受けました。月日が経つのは本当に早いもので、

そのとき以来、縁あって 22年 4月まで、10年近くの長い間、副会長を務めさせていただき

ました。

　この 10年間を振り返ってみますと、当初、介護保険制度自体はまだまだ未完成で、行政も、

もたついており、「このような制度で本当に大丈夫なのかな」と不安だらけで始まった制度で

した。しかし、時が経つと、今や住民にとって無くてはならない立派な介護保険制度に成長し、

国民の理解も得られ、「しっかりと定着したな」という感がいたします。

　私はこの制度のなかで、最も重要な役割をするのはケアマネージヤーだと思っています。ケ

アマネージヤーが医師を含めた、全ての介護職種をコントロールできるようになるべきである。

そのためにはケアマネージヤーが医療のことや、あらゆる介護職種の内容を十分に理解しなく

ては、その機能を発揮できないと考えました。

　介護保険事業者協議会という枠組みの中で、医師を含め、各介護事業所の仕事内容を理解し、

人的ネットワークを作ることが理想的なケアマネージャー育成の目的にかなう事だと考えてい

ました。また同業種同士でお互いの技術向上に励み、他業種との交流を行い、みんなが他の介

護事業に精通していくことが、この協議会の役割だと思っています。

　今、過去を振り返ってみて、私個人としてまた協議会の組織として十分な役割を果たせたか

どうかは疑問です。しかし、後を引き継がれた皆さん方のご努力により、更なる発展を期待い

たします。

　10年間、いろんなイベントや集会、頻繁な会議、研修会が行われてきました。本当に、こ

の地域の職員は、勉強熱心です。自己研鑽によく取り組んであると感心いたしています。この

地域が、住民にとって本当に住みやすい町、ここに住んでいて良かったと思われるような地域

を目指してこれからもみなさま頑張っていただきたいと思います。

　朝倉介護保険事業者協議会がさらに充実し、益々発展することを心より祈念申し上げます。

　　祝　辞

朝倉医師会　会長　　　
火野坂　徹
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　朝倉介護保険事業者協議会設立 10周年おめでとうございます。

　7月に厚労省の統計情報部からわが国の平均寿命が発表されました。女性は 86.4 歳、男性

が 79.6 歳、平均で 83歳と 4年連続で過去最高を更新し、世界一の長寿国になりました。空

前の超高齢社会が目前に迫った今、高齢者介護の問題は避けては通れないものになっています。

　私たち歯科医師会では高齢者介護において、介護の一員として働くことも大事なことですが、

住民が 1人でも要介護者にならないよう、介護予防という視点に立ち、予防に努めることが

重要なのではないかと考えています。つまり健康寿命を伸ばすことです。この「健康寿命」と

はＷＨＯが提唱する新しい指標で、病気や認知症、衰弱などで要介護となった期間を平均寿命

から引いた寿命のことです。長寿国では平均寿命と健康寿命の開きが大きく、わが国でも晩年

に寝たきりなどになる期間が平均 6年となっています。たとえ世界一の長寿国になってもこ

れでは意味がありません。「寝たきり」を防ぐには、一般に脳卒中や骨折の予防などが考えら

れますが、歯科医の立場からすると ｢食べること｣ が大切であると思われます。「口から食物

を自分自身で摂取する」という、健康な人にとっては普通の行為が重要なのです。よく噛むこ

とで顎の骨や筋肉が働いて血液の循環がよくなり脳内の血流量も増加します。結果として脳細

胞も刺激され運動能力や生理機能も向上します。転倒骨折や認知症やうつ病などを予防するこ

とにつながります。噛むことで唾液の量も維持され抗癌作用や免疫力の増強も期待できます。

歯を全部失っていても「入れ歯」を入れると脳内血流が 50％増えたという報告もあるぐらい

です。このような様々なことより、歯科から ｢健康寿命の延伸｣ という新たな流れを起こすべ

きだと考えています。これは単に健康寿命を延ばすことだけでなく、人生 80年に「食べる」

という根源的な楽しみを添えることにもなるでしょう。

　介護現場では、これまで歯科という限られた分野で食育、歯周病、ウ蝕の罹患予防に尽力し

てきた歯科衛生士が、看護師、介護士の協力のもと、口腔ケア、介護者への指導に関わってい

くことが重要だと考えます。要介護者の口腔ケアは多くの方々の協力なしではなし得ないもの

です。それは、その先にある病診連携、医療福祉連携、地域連携そして介護保険事業連携に向

け視野を広げることにもなるのではないでしょうか。

　日々頑張っていらっしゃる介護保険事業者のみなさんのご苦労に感謝いたします。歯科医師

会として少しでも協力できれば幸いです。

　朝倉介護保険事業者協議会設立 10周年、本当におめでとうございます。

　簡単ですが、ご挨拶に代えさせていただきます。

　　祝　辞

朝倉歯科医師会　会長　　　
佐藤　一伸
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　朝倉介護保険事業者協議会の設立 10周年、誠におめでとうございます。

　朝倉市郡の事業所の皆様が発起人となり、設立 10周年を迎えられたことは、大変喜ばしく、

心よりお祝い申し上げます。

　我が国では急速な少子高齢化の進展や核家族、高齢者単身世帯の増加等により、寝たきりや

認知症の高齢者を家族だけで介護することは困難となってきています。このような状況の中、

平成 12年より実施された介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき、要介護高齢者等

を社会全体で支え、保健・医療・福祉それぞれの分野で行われていた介護サービスを総合的・

一体的に提供し、広く民間サービス事業者にも門戸を開くなど、新しい仕組みとしてスタート

しました。

　従来の福祉による「措置」から、利用者自らがサービスの選択をする「契約」へと制度が変

わった中で、介護サービスの提供を第一線で担うサービス事業者あるいは居宅介護支援事業者

は、利用者から最も期待されている「介護サービスの質の向上」を図る重要な責務があります。

サービスの質の確保を図るには、人材の育成等必要な研修や情報収集、情報交換、情報提供な

どを当然進めなければなりませんが、一事業者や同種事業者だけで進めていくのは困難です。

そのため、介護保険事業者協議会は、利用者の期待と自らの責務にこたえるため、行政と一体

となって、利用者本位に基づいた質の高い介護サービスの提供や各事業者間の情報のやり取り

の効率化を目指したネットワーク構築が急務と考えられ、全事業者を対象とした「朝倉介護保

険事業者協議会」が設立されました。

　利用者の信頼や期待に十分応えうる質の高い公正・公平で適切な介護サービスを提供するこ

と。これが責務であり、介護保険本来の目標とすべきものです。このため、本協議会が、利用

者の自立支援・利用者本位のサービス提供につながるカンフル剤の役割を果たし、安心して暮

らせる福祉のまちづくりの根幹となることを切に願って止みません。

●薬剤師としての関わり

　近くの薬局で「健康介護まちかど相談薬局」という看板を目にされたことがあるでしょうか。

薬や介護のことなど、トータル的に相談にのれるように研修を受けた薬剤師がいる薬局です。

薬剤師は薬局で調剤や一般薬の販売をしながら、健康相談ばかりでなく、介護保険等の相談業

務も行っています。

　お客様の何気ない言動から体調の変化を察知することがあります。薬の副作用が影響してい

るのではないかと思われる方や、認知症の様子が見受けられる方などで一刻も早く受診した方

が良いと思われることがあります。このように早目の見極めにより、介護保険の介護度が重度

化しなくてすむことが多くあります。

　高齢者の方のほとんどが、複数の医療機関から処方された薬剤を複数服用しているのですが、

約半分の方々が種々の理由により、医師の指示通りの正しい薬の服用ができていないとの報告

　　祝　辞

朝倉薬剤師会　会長　　　
渡邊　泰祐
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があります。このような場合は薬剤師の適切な服用指導が必要となります。高齢者や身体が不

自由な方で病・医院を受診できない患者さんに、在宅診療を行っている先生とチームを組み、

在宅での薬に関する管理を担当することもあります。医師の指示のもと、安心して薬を飲んで

いただけるよう、色々なお話をしながら詳しいご説明を行っています。

　微力ではありますが、当薬剤師会も、朝倉介護保険事業者協議会、行政との連携をより一層

密にし、介護サービス水準の向上に努めて参りますのでよろしくお願い致します。



特別寄稿　13

　ヨーロッパ、ドイツに於ける介護保険制度を参考に日本では、1999 年 10 月より介護保険

のモデル事業が半年間全国一斉に取り組まれ、半年後の 2000 年 4月より介護保険制度が実

施されました。

　国民に対する国の制度で

スウェーデンの「ゆりかごから墓場まで」

日本の「誰でも、いつでも、どこでも」

である社会保障への取り組みも 10年経て、要支援１・２が介護保険に新設されました。

この波は公的サービスから民的サービスへ拡大進行し、止まるところがないのが現状です。

「たら」「れば」どうなるの？
○要支援１・２が介護保険から外れたら

　①デイサービスは成り立つの？

　②短期利用は出来なくなるの？

　③レッテルを外された要介護の人たちはどうすればいいの？

○介護保険利用料が 1割負担から 3割負担になったら

　①払えない人続出でどうしたら良いの？

　②払える人しか利用できなくなり、払えない人からどうやって支払って貰ったらいいの？

　国民にとって、事業者にとって、国にとって、難題続出ではないかと思うのですが…。

　最後になりましたが、朝倉介護保険事業者協議会の設立 10周年に対し、心よりお祝い申し

上げますとともに、今後の益々のご発展をお祈り申し上げます。

特別寄稿　「介護保険の歴史感」

介護老人福祉施設　日迎の園　施設長　 蓮池　年民
（朝倉介護保険事業者協議会　初代会長）
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設立10周年記念座談会
「高齢者が安心して暮らせる朝倉地域を目指して」
～介護保険と歩んだこの10年とこれからの10年～

（座談会出席者）

　朝倉市　介護サービス課　　課　　長　　　釜堀文男様

　筑前町　福祉課　　　　　　課　　長　　　太田善文様

　東峰村　住民福祉課　　　　課　　長　　　重石豊臣様

　介護保険広域連合朝倉支部　事 務 長 　　　倉地善一様

　朝倉医師会　　　　　　　　理　　事　　　坂田　高様（朝倉介護保険事業者協議会副会長）

　朝倉歯科医師会　　　　　　理　　事　　　今井富実生様

　朝倉市社会福祉協議会　　　会　　長　　　多田悦子様（朝倉介護保険事業者協議会副会長）

　朝倉薬剤師会　　　　　　　理　　事　　　原口瑞枝様

　朝倉介護保険事業者協議会　会　　長　　　今村　順	

　朝倉介護保険事業者協議会　企画委員　　　福田武弘

今村（協議会）　　本年、私ども協議会は本日お集まりの皆様をはじめ関係各機関、諸団体の

深い理解とご協力により設立 10周年を迎えることができました。誠にありがとうございまし

た。介護保険制度も発足から丸 10年を迎え、それぞれのお立場でお感じになられておられる

ことがおありかと存じます。どうか、本日は忌憚ないご意見をおうかがいできればと考えてお

ります。

－介護保険制度創設から 10年を振り返って－
釜堀（朝倉市）　　制度創設にあたって、甘木朝倉地区の 1市 4町 2村が保険者としてどのよ

うな枠組みでやっていくのか、活発に議論したことを記憶してお

ります。結局、甘木市が単独で、4町 2村が広域連合としてスター

トしました。平成 17年以降、市町村合併があり、1市 1町 1村

の体制となりましたが、高齢化の進展による課題は多種多様で、

三師会や社会福祉協議会、また介護保険事業者協議会等との連携

や地域の社会資源をうまく活用しない限り、行政だけでは問題解

決できないということは、過去もこれからも変わらないと思います。また、合併という問題は

財政面での効率化を図ることを目的とする一方、地域主権、地方分権の流れの中で、介護保険

制度も含めた全ての施策を、ある程度地域に委ねる、任せるといったことも含んでおります。

しかし、行政単独ではできませんので、地域力、地域の総合力を高めるためにも介護保険事業

者協議会と一緒に取り組む必要性を痛切に感じます。

太田（筑前町）　　制度発足前は住民の方から「介護保険とは何かいな？」との声があがり、

地域での実態調査を行いながら説明会を実施した思い出があります。その後この 10年間の
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中で、制度を維持していくため、財源に関することが大きな

問題となり、介護報酬のマイナス改定、給付抑制が行われる

一方、介護従事者の処遇改善のためにまた介護報酬が上がる

など、その時の社会情勢でなにか翻弄されてきたようにも感

じます。筑前町でも、この 10年人口は約 1%の増加ですが、

高齢者数は 1.2 倍に増えています。介護保険認定率も 10.5%

から 15.7%と上昇し介護保険給付費も増大しています。福祉の問題でいうと、今後取り組む

べき課題としては、「孤独死」と「虐待等に対するケア」があげられます。

重石（東峰村）　　東峰村では、合併後人口の減少が顕著にみられます。お亡くなりになられ

る方が年間 70～ 80 名、出生者数は年間 10数名といった状況

です。高齢化率は約 40%に近い状態で、日中は高齢者ばかりの

状態。高齢者世帯数はここ 10年大きく変わりませんが、一人暮

らし世帯は100世帯から200世帯へと倍増しています。こういっ

た現状の中、一番の課題が、一人暮らしの方への見守りについ

て、地域がどのように関わっていくかということです。民生委員

や社協の方々にご協力いただきたいと思ってますが、必要な体制を構築できるには人員が不足

している状況です。また、村内には介護保険施設が 2施設ありますが、両施設とも人気があ

る施設で常に満床のため、なかなか村民が利用できない状況です。都会より田舎で住み続けた

いと言われる高齢者も多く、要介護者や要支援者が年々増えてきている状況です。両施設や民

生委員の方々と情報交換を密に行いながら、高齢者が地域に住み続けるためにどうすればよい

か、また一人暮らしの方への見守り体制システムをどうすべきか、地域としての関わりが課題

になっています。

倉地（広域連合）　　この 10 年、介護が必要な方を社会で支え

る仕組みはできたと思いますが、サービスに対する需要も増大し、

結果的に保険料が上昇という現実的な課題に直面しています。広

域連合朝倉支部の状況を見てみると、制度発足時と比較し高齢者

数が 1200 名増加、要介護等認定者も約 500 名増加している状

況です。認定率も上昇傾向にあり、介護給付費も 1.6 倍の 19億

2500 万円に増加しています。平成 18年の制度改正時に地域包括支援センターが設置され、

高齢者の総合対策を目的に事業を開始しましたが、PR不足もあり一般の認知度がまだ低い状

態です。今後、地域包括と行政がいかに一体となって取り組むかが課題です。

－地域包括支援センターの設置－
今村（協議会）　　朝倉市は単独で、筑前町、東峰村は広域連合でとなっていますが、今後の

あり方についてのお考えと、また地域包括支援センターは、各自治体にあるべきものだと考え

ますが、広域連合の場合は、連携先が筑前町の福祉課と東峰村の住民福祉課に分かれるわけで

すが、そのあたりのご意見をお聞かせいただきたいのですが。

太田（筑前町）　　市町村の年齢構成等により、どこに住んでも一緒のはずの保険料及び介護

保険の運営に係る市町村の負担に格差が生じたため、それを解消するために広域連合が発足し
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ました。また、近年では介護予防重視の流れに変わってきた中、本来は各市町村に 1カ所の

地域包括支援センターを設置する予定でしたが、設置した場合の経費の問題が大きく、今では

1支部に 1カ所になっています。筑前町は福祉課に隣接していますが、東峰村からは距離があ

りますので、今後とも連携を図って行きたいと考えます。

重石（東峰村）　　東峰村のように小さい村では単独で保険者になるのは、負担という点から

してなかなか難しいことです。広域連合は、そういった問題を解決する一つの手段であると考

えます。

今村（協議会）　　財政面での課題はやはり無視できないと思いますが、地域包括支援センター

は地域福祉の中心的な存在でその役割は誰もが大きく期待していると思います。益々その機能

がいかんなく発揮されることを願っております。

－この 10年を振り返って－
坂田（医師会）　　医師会にとって、ここ 10年における最大のイ

ベントは、県からの朝倉県立病院の委譲をうけ、旧甘木朝倉医師会

病院との併合により、新朝倉医師会病院を設立したことです。新病

院設立にあたっては、和田前医師会長をはじめとする当時の執行

部、特に昨年まで 10年間もの長い間、この介護保険事業者協議会

の副会長を務められ、現医師会長である火野坂先生たちのご努力も

あり、地域の拠点となる病院を作り、少なくともこの地域のことは、この地域で完結できる医

療を目指して、医師会員全員が一致して設立を決定しました。

別々の組織であった旧県立朝倉病院と旧甘木朝倉医師会病院でしたが、両病院のスタッフが一

丸となって取り組んだ結果、現在では診療体制は一段と充実し、また高度の検査機器も最新の

設備にバージョンアップされたため他の地区の大病院と比較しても、ほとんど遜色ない状況に

なっています。介護保険制度が実施されて 10年になりますが、介護保険事業者協議会と医師

会との関係も良好なものであったと考えます。

今井（歯科医師会）　　制度創設時、歯科医師会は介護保険制度に積極的に参入していかないと、

歯科が取り残されてしまうという危機感を持っていました。しか

し朝倉地区においては外来患者の対応で手一杯で、往診に行く事

は一般的ではなかった様に思います。

介護保険ができて訪問診療を行いましたが、治療終了後の定期的

口腔ケアに対して、患者家族からは、口の中を綺麗にしただけで、

7～ 800 円も取るのかと嫌な顔をされることが多くあり、介護

保険の請求をあきらめることも多かったです。

福岡県歯科医師会としてこの十年間に、栄養士、看護師、介護士、食進会等の各介護関連の業

種の方々に対して、歯科の知識を知っていただけるよう、講演会を行うとともに、今年から口

腔機能回復支援相談医の養成講習を実施し、摂食、嚥下機能障害に対応できる歯科医師の養成

も始めています。

歯科医師会は、これからも介護分野においてしっかりと役割を果たしていきたいと思います。
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原口（薬剤師会）　　振り返ってみると、以前は一軒の病院に対して一軒の薬局だったのが、

医薬分業の進展と薬局形態の多様化で、ドライブスルー薬局もで

きました。水疱瘡や感染症等の時は他人への感染を考えられてか、

遠方であってもドライブスルー利用したいと処方箋を持ってこら

れる方がおられます。

介護保険関連でいうと、この地域の薬局で在宅医療に取り組んで

いる薬局は 2～ 3軒の状況で、まだまだ介護保険との関わりは薄

いようです。かかりつけ薬局を目指し、患者さんの情報を正確に把握するとともに、薬剤の重

複や飲みあわせによる問題が生じないよう、しっかりとチェックできる体制構築に取り組んで

参りたいと考えております。

多田（社協）　　　社会福祉協議会では、居宅介護支援事業や訪

問介護事業、通所介護事業、地域包括のブランチ、ふれあい地域

のサロン、生き生き健康クラブと多種多様な事業を展開していま

す。この 10年で利用者の方もさらに高齢になられ、認知症の方

も増え、その為の施設を別に作らなくてはとの話も担当者からあ

がってます。

また、視力、聴力また身体等の障がいを持った方が高齢になられた時に、社協としてどのよう

なサポート体制が取れるのかが深刻な悩みになってくるのではと心配しております。その為に

も、介護保険事業をきちんと皆さんの為に勧めていけるような充実した制度にしてほしいと思

いますし、市からの委託事業については予算をきちんとつけてほしいなと交渉ばかりしており

ますが、なかなか難しいですね。

今村（協議会）　　この 10年間、私ども協議会は本当に皆様方に助けていただきました。私

たちが活発に動けましたのも三師会の皆様方からのご協力があってはじめてできたことです。

社会福祉協議会さんも、介護保険ではカバーできない部分をしっかりと補完していただいてお

ります。これからもさらに皆様方との連携を深めて参りたいと思います。さて、そういった

10年を踏まえて今お感じのことは何かございますか。

－現在の課題は－
坂田（医師会）　　　現状では、医師会員が介護保険事業者と直接関わりを持てる機会がまだ

まだ少ないと考えます。これからは、そういう機会を増やしていきたいと思っています。超高

齢社会を迎えるにあたり、認知症の問題や在宅医療の問題など、さらに医療、介護、福祉、行

政などのきめの細かな連携が必要になると考えています

今井（歯科医師会）　　介護保険との関わりを深めていこうと動いておりますが、会員全員に

は浸透していないのが現状です。歯科医師は患者さん以外の他の業種の方や介護従事者に会っ

て指導すること、それが点数になるというのに慣れていないことや、介護保険の申請方法が分

からないなども課題にあげられます。

原口（薬剤師会）　　薬剤師会としては会員の介護保険に対する意識向上の為アンケートを取っ

ており、今後どうしていったらよいのかと言う問題点を話し合うとともに、在宅や介護保険の

研修会実施に向け勉強会をしています。
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多田（社協）　　介護保険に係る業務が煩雑で多忙な割には、介護報酬が低く人件費も抑制せ

ざるを得ない。その為、優秀な人材が逃げていくのだろうと思います。介護に関わる優秀な人

材が出てこない。それが今の大きな悩みです。

－これからの 10年を展望する－
多田（社協）　　この制度がもっと皆さんに使われやすいものになることと、また協議会にあっ

ては事業者がもっと元気で頑張れるような組織になったら良いなと思います。

社協としては市の福祉計画を基に５年間を目安とした、「地域福祉活動計画」を平成 20年に

初めて策定致しましたが、これからもその地域にふさわしい共助、自助の生活をすすめていか

なければといけないと思っております。そして、小さな地域で各種団体と一緒に、手を取り合っ

て災害時の救助体制や、孤独死にならないような見守りネットワーク作りと、何でも相談しや

すい、言いやすい場を社協が作っていきたいと思います。

介護予防事業においては、生き生き健康クラブの地域差をなくし、ふれあいサロンを今後は

100 箇所で開催することを目指し、少しでも引きこもりを減らし、地域住民の方が楽しめる

ようなサロン活動を行っていきたいと思っています。

原口（薬剤師会）　　薬剤師会はこれからも勉強をして、服薬指導や服薬確認など積極的に患

者さんの家庭の中に入っていけるようにしたいと思います。また、まだ足並みは揃っておりま

せんが、是非在宅医療に取り組んでいきたいと思っています。

今井（歯科医師会）　　歯科医師会としては、寝たきりにならないための介護予防に力を入れ

ていきたいと思います。また、肺炎予防の観点から摂食嚥下障害によって引き起こされる嚥下

性肺炎、サイレントアスピレーション（嚥下時にむせの症状が見られずに気管に嚥下物が入る）

による肺炎などに指導が行える歯科医師の養成を行っております。また、なるべく、胃ろうか

ら解放され、口から食べられる喜びを知ってもらい、ＱＯＬを高める事を目標に研修も行って

おります。朝倉歯科医師会は昨年から 6月の第一日曜日に、80歳以上で自分の歯が 20本以

上ある高齢者の方、歯に良いレシピコンテスト優秀者、学童の良い歯のポスター標語の表彰を

行うなど広報活動を行いながら、一方では、介護保険での介助者への指導や衛生士が行う口腔

ケア、事業所の方で取れる加算等に対しても積極的に関与して、協力できるようになれば良い

と思っています

坂田（医師会）　　医師会としては、認知症の早期発見、早期対応、早期治療の体制作りを早

急に行っていきたいと考えています。軽度認知症（ＭＣＩ）の時期に発見、診断できれば現在

でも病状の進行をある程度おさえることが可能ですし、さらに 5年、10年後には完治が期待

できる新薬ができるといわれています。特にアルツハイマー型認知症に関しては、その原因が

すでに明らかになっており、高度診断機器による早期診断が可能になってきていますので、う

まくいけばここ 10年の間に解決できる問題ではないかと感じています。将来、超高齢社会の

到来のため、医療費をはじめとする社会保障費の大幅な増加が予想され、国の施策も大きく変

えられようとしています。平成 5年頃から一般病床が減少し始め 120 万床から現在では 90

万床と 30万床も減少しています。また一般病床では厳しい在院日数の制限が設けられ、長期

入院ができなくなっています。現在、長期入院の受け皿として設けられた療養型病床が 38万

床ありますが、平成 18年の医療保険改正で平成 24年度までに 23万床は削減されることが
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決定しています。これから高齢者が増加していくなかで、当然病人が増えることが予測されま

すが、治療に際し病院が充分に対応できなくなる可能性があると考えられます。またこれから

高齢者が増加することにより死亡者数も増加していくことになります。現在は年間 110 万人

の死亡者が、平成 50年には 170万人まで増加すると推計されています。現在、約 80％以上

の方が病院で亡くなられていますが、今後病床が減少していくなかで、長期療養や終末期をど

こで迎えればいいのかが大きな問題であります。そこでこれからは在宅医療の充実というのが

大きな課題となっていくものと考えられます。自宅での療養だけを在宅医療と考えるのではな

く、在宅という範囲を拡大して、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、高専賃、

その他老人ホームなども在宅の範疇に含め対応していく必要があると考えます。医療と介護が

チームとして長期療養や終末期を支えていかないといけない時代が必ずやってくると考えられ

ます。この協議会でも、このような流れに対応できる体制ができないものかと考えています。

今村（協議会）　　終末期の問題は切実ですよね。死を迎える方も見守る家族も価値観とかを

変えていかないといけない部分があると思います。住み慣れた地域の中で、最後まで住み永ら

えることができる支援を今後考えていく必要があると思います。

倉地（広域連合）　　2年後の制度改正、更には高齢化のピークを迎える 2025 年を見据えて、

地域包括ケアの実現に向けた制度の見直しが行なわれる見込です。医療と介護の連携強化、あ

るいは在宅支援強化や訪問介護の体制の確保、介護職員の質の向上等の具体的なテーマが課題

として掲げられています。当然、地域もそのようなことが求められてきます。施設での介護サー

ビスというのは 24時間 365 日行われていますが、施設も限られており、高齢化の進展とと

もに在宅介護の比率がさらに増していくのではないかと思います。今後、地域包括ケア体制を

充実させていく方向に制度的にはなっていきますので、夜間ケアの体制の充実や、医療と介護、

福祉をトータルに結びつけていくことが大事だと思います。

重石（東峰村）　　東峰村は行政としては小さい方ですが、高齢化率は高く、住民の方々から

は様々なサービスを求められます。社協さんにお願いして、在宅ケアや生き甲斐づくりの活動

など頑張っていただいているのですが、更なるサービスを実施するには財源が必要です。今で

も筑後地方より 2割高い介護保険料になっていますが、今後は更に高い保険料を支払ってい

かないといけないのかと不安に思われる方が多くおられます。新規の在宅ケア事業には支援を

したいのですが、若い人は日中働きに出ており家や地域にはいないので結局施設に預けるしか

なく、そのことが給付費の増加につながっています。

また、独居の問題や孤独死についても今後増加することが予想されており、予防策として、地

域を活用した連係や、地デジ対策で設置した光ケーブルを利用した見守り体制を進めています。

太田（筑前町）　　筑前町では見守りネットワーク体制の整備を図っています。今までも、老

人クラブ、民生委員はもちろん、区や包括支援センター、在宅介護支援センター等の団体でやっ

てもらっていましたが、今年度から、既存の活動をされてこられた団体等を包括し、区長を中

心とした行政区で行ってもらっています。また、独居高齢者の見守り体制は、極力一元化する

ことで情報の共有化を図り、孤独死防止につなげていこうとしています。それぞれの地域の中

で地域の方が連携して社会全体を見守っていこうという体制作りや、住み慣れた地域で安心し

て暮らせるような行政区や各団体との連携が今後ますます不可欠なものになってくると思いま

す。見守り活動での問題として、老人クラブの会員数が年々減少していく傾向にある事と、非
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会員の高齢者の存在が把握しづらく、老人クラブ一般会員の方が非会員の見守り活動に入って

いけない事、ＰＴＡも少子化で会員数が少なくなってきた等、色々な部分で見守りに対する社

会資源を再構築しながら、今後は地域包括支援センターと一緒になって見守り体制作りに励ん

でいきたいと思っています。

釜堀（朝倉市）　　今後少子高齢化の中で財政面が厳しくなりますが、高齢者とか福祉方面で

のウエイトは当然高くなると考えられます。そういった中、断片的にではなく、総合的に、ま

た見える形で医療、介護、福祉、健康づくりなどを連携し、一貫性のある施策を行い、朝倉地

域全体の地域ケアをいかに構築していくかを考えていかないといけません。住み慣れた地域で、

ボランティアを含めた社会資源を有効に結びつけながら、総合的な地域力アップを図っていき

たいと考えています。現在、高齢者に限らず、障がいがある方に対しても要援護者という形で

見守り体制作りに取りかかろうと、社会福祉協議会をはじめ災害対策を担う消防防災課、コ

ミュニティー推進室、福祉事務所等々を含めて協議を行っています。新年度からは、事業所の

方や一般商店、認知症サポーター等の知識を持った方達にも関わって頂くような体制作りが必

要かと思います。「孤独死ゼロ。災害犠牲者ゼロ。」の目標を掲げ、地域の支え合いという共助

の精神を持ち、寂しい亡くなり方じゃなくて、地域の人と色んな関わり方があって最後を迎え

られるような温かみのある地域でのネットワーク作りにとりかかろうと今協議をしている状況

です。

－事業者協議会に対する期待－
今村（協議会）　　最後に、私ども協議会に対するご要望をお伺いしたいと思います。

多田（社協）　　デイサービスの利用者にお

いても認知症の方が増えています。行政と事

業者協議会が一緒に頑張って進めている認知

症サポーター講座をこれからもずっと続けて

もらいたいと思います。また、それぞれの事

業所の職員の皆さんの、学ぼうという意識が

すごく強く、スタッフセミナーなどは、仕事

で疲れた体でも熱心に学ばれているので、多

方面の講師の先生方の力とリンクさせなが

ら、お互い向上していける場をこれからも是非提供していただきたいと思っています。

原口（薬剤師会）　　スタッフセミナーや勉強会はすごく勉強になっており、数名参加させて

頂いておりますので、これからも続けて欲しいと思っております。

今井（歯科医師会）　　胃ろう造設された方、介護度５の方にしっかりとした口腔ケアをする

事で介護状態が改善されたケース等、是非スタッフセミナーや研修を通じ口腔ケアの大切さを

もっとアピールできる場を設けていただきたいと思います。

坂田（医師会）　　独居の高齢者が増加している状況で、確かに終末期を自宅で迎えることは

非常に困難なことだとおもわれます。老人ホーム、ケアハウス、グループホームなども在宅だ

という考えで終末期に対応できる体制作りを構築してもらいたいと思います。

倉地（広域連合）　　介護の現場は大変と思いますが、地域の介護のかなめ的な存在である職
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員の方のスキルアップに繋がる研修をお願いします。

重石（東峰村）　　山間部が多い当村では、サービスを受けたいが受けられない状態が起きて

いるようです。効率の問題もあるかもしれませんが、公平性に欠けるようにも思います。是非、

手薄な所も厚いサービス提供をして頂けるような業者の育成に尽力して頂きたいと思います。

太田（筑前町）　　認知症キャラバンメイト養成講習を協議会の方と一緒に取りかかっている

状況ですので、今後も連携を取りながらお互い深めていきたいと思います。また、今まで培わ

れた専門的な知識を活用され、地域の中で安心して自立した生活が送れるような介護サービス

の提供をお願いしたいと思います。

釜堀（朝倉市）　　事業者協議会は医療、福祉、介護の専門性を発揮しながら、地域作りや町

作りの中に入って頂き、行政だけじゃできない取り組みを住民市民の立場になって身近なこと

を地域社会の中で提案する役割を担っていってほしいと思います。

今村（協議会）　　今から 10年前、介護が必要な状態になった時は、誰しもがサービスを受

けられることを目的として介護保険制度はスタートしました。新しい制度のもと、誰もが手探

りで様々な困難に立ち向かいながら、社会的な責任を果たす

ために、歯を食いしばってこれまでやってきました。行政と

事業者協議会の連絡会も、今までの解釈やルールの確認といっ

た段階から、ようやくこの地域にどういった課題があり、行

政や事業所が、何ができるのかという議論ができるようになっ

たと思います。自分自身、当初は書類の山に忙殺されていま

したが、利用者にしっかりと向き合うことで、様々な関係団体の方々とのつながりの必要性や

重要性に気づかされました。これもこの介護保険事業者協議会の存在があったからです。この

朝倉という地域の住民の介護ニーズや医療ニーズにしっかりと専門職の方がつながり、地域を

包んでいく事がこれから本当に必要な事じゃないかなと思っております。

事業者協議会が認知症サポーター研修の提案をさせていただいたのも、本来の目的に加え、こ

の事業に関わってくれる人達や事業所の方達に、もっと広い感覚でこの地域に向き合えるそう

いう人を、１人でも増やしていける事が地域の為になると考えたからです。結果的には、そこ

に住んでいる我々が幸せに暮らし、将来その恩恵は自分にも戻ってくることにつながります。

専門家の方々はその専門性をいかんなく発揮していただきながら、自分ができることとプラス

アルファで人のつながりを作っていく、この事は本当に地域にとって素敵なことだと思います。

本日お集まりの皆さんと共に地域課題に向き合える事ができる団体でありたいと思っておりま

す。どうかよい街づくりを目指し、今後とも事業者協議会に力を貸して頂きたいと思います。

今後とよろしくお願いいたします。

（文責：福田武弘）

座談会開催日時：平成 22年 11月 16日（火）19:00 ～（於：市町村会館）
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設立10周年記念座談会
「これからの10年、地域で果たす私達の役割」

－はじめに－
介護事業が成長産業と位置づけられ、民間企業の参入を可能にした熱気あふれる介護保険の制

定から 10年が経過しました。改正ごとに紆余曲折ありながらも現在では介護保険制度が高齢

者の生活に浸透しつつあります。今日は、現在各部会をまとめておられる部会長にお集まりい

ただき、現場の様子や問題点、未来への展望などを率直に語っていただきました。

―介護現場最前線―
司　会　　まずは、「介護現場最前線」ということで、最近現場で感じていることをお話いた

だきたいのですが。

平山（通所介護）　　利用者数の低迷から、どの事業所も利用者の獲得

が大変だと聞いています。まだまだ「介護保険のサービス」について

知らない方が多いのではないでしょうか。介護保険制度のことや様々

な事業所があることを多くの方に知っていただきたいと思います。保

険料を支払っていることさえも知らない方がおられます。まずは知っ

てもらうことが必要ではないかと考えています。

平井（訪問介護）　　訪問介護を利用される方の場合、寒くなると入院や入所が増えて利用者

が減少し、どの事業所も大変になります。また、先ほどお話が出まし

たが、やはり利用者やご家族の介護保険に対する理解が不十分だと感

じています。個々人の生活は常に変化します。そういった状況の中で、

当初計画したケアプラン通りのサービス提供を行うことが難しいこと

もあります。それと、利用者のニーズを心情的に理解できても、制度

上の制約から、ニーズに十分に応えることができず、すなわち「できないこと」も多く戸惑う

ことがあります。私達もケアマネも、制度や利用にあたっての要件等ご家族に説明していきま

すが、それでも限界はあります。行政も個々人の状況に合わせた柔軟な対応や、申請段階での

説明を十分に行うなどの対応をとっていただければ助かります。

大内田（訪問介護）　　制度上の制約は私も感じる場合があります。現実問題として、現場で

利用者が本当に求めていることに対し、私たちからみてもそのサービスが必要であると感じる

にも関わらず、サービス提供ができないことがあります。ケアプランにない対応が必要となっ

た場合に、可能な限り利用者のニーズに沿った形で、または必要と思

われる対応を行いたいと思いますが、その判断はなかなか難しいもの

があります。その他の問題点として、ヘルパーという仕事に対してお

手伝いさんというイメージがまだ強いのかもしれませんが、利用者側

が介護保険の目的や使い方を知らないで私たちが対応できないサービ

スを求められることがあります。なかなか理解してもらえないことが一番つらいです。

床嶋（通所リハ）　　通所リハでも同じようなことが起こります。通所は自立支援が目的で、
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残存能力を極力生かすケアを目指していますが、利用者からは「ど

うして手伝ってくれないの？」と思われることがあります。それで

もあくまで自立支援の方向性は持ち続けたいと思っています。職員

によって対応が異なると利用者が戸惑われるため、その対応につい

ては統一が必要だと思います。

金子（老健施設）　　私の施設には、通所リハ、老健施設、認知症対応型通所介護、居宅介護

支援などがありますが、どの職場も大変みたいです。通所の職員は

送迎時に利用者宅で身支度の手伝いをすることも多くありますし、

ケアマネはご家族からの介護保険以外の相談事も多く、その調整に

もかなりのエネルギーが必要です。また施設においても医療ニーズ

が高い方の場合簡単に受け入れができないケースなど、職員の負担

は年々大きくなっているような気がします。

林田（居宅介護支援）　　居宅介護支援事業のケアマネにとっては、介護保険に関する提出書

類が多く、利用者と関わる時間が少なくなっているのが悩みの種です。退院間際に介護保険の

申請をされるケースも多く、在宅復帰といっても家族関係の問題や、

独居であるなど、簡単に家に帰ることができないケースもあります。

また、医療ニーズが高い方のプランも増えてきたという声が多く聞

かれるようになりました。様々な環境の中で利用者にとって自宅に

帰ることが本当に適切なのかと考えさせられるケースもあり、調整

が難しいこともあります。また短期入所の希望も増加していますが、空きがないのが現状です。

しかし、国や県からも医療依存が高い方も在宅で診るという方針がでていますから、何とかシ

ステムをつくる必要があると考えています。

中原（訪問看護）　　訪問看護の場合でも、医療依存度が高い利用者家族の看護疲れを癒すため、

レスパイトとして短期入所を希望されるケースがあります。しかし

そのようなケースでは受け入れをしてくれる施設が見つからず本当

に困っています。本来は治療の必要がない方の入院はできませんが、

現状では期間限定で入院させてもらうこともあります。またベッド

が空いていても夜は看護師がいないなど、事実上無理なケースもあ

ります。通所療養介護のようなところがあると良いと思いますが、このようなケースを受け入

れる施設がないことがとても問題だと思います。

河原（福祉施設）　　今後、利用者の医療依存は高くなる一方だと思います。特養では医療体

制が整っていないにも関わらず利用者の状態は重度化しています。一方職員のスキルがまだ

見合っていないのが現状です。助けてあげたい、何とかしてあげた

いとの思いもありますが、正直なところ医療行為が多くなると責任

もって対応できるかどうか不安にもなりますし、職員の仕事も大変

になります。今後のニーズに対して職員の資質も含めて適切な配置

ができるかどうか本当に難しいです。

石井（訪問リハ）　　最近は若年層が増えているように思います。リハビリにより、自宅内で

のADLが改善し、歩行が安定されて外出できるようになっても、通所系では高齢者の利用が
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多く、雰囲気に馴染めないなどを理由に自宅に引きこもるというこ

とがあります。結果的に行き場を失い、身体機能が低下しリハビリ

を再開するようなケースも増えています。また、ターミナルケアと

しての疼痛緩和やリラクゼーション目的の方も増えていますし、家

族の方への介護指導なども行っています。

司　会　　若年性認知症の方が通える場所をつくる必要があるのではないでしょうか？もちろ

ん通所系サービス事業所は各地にあり利用することは可能ですが、高齢者の方と若年制認知症

の方が一緒では、お互いにつらい環境のようですね。その中でも男性はさらに難しいようで施

設でも自宅でも孤立されているように思います。

床嶋（通所リハ）　　専門職としての関わり方次第で、溶け込める環境を作ることができる場

合があります。その方に合ったコミュニケーションによって、信頼関係をつくることもできま

す。その他、精神科受診に対する偏見もまだまだ強いように思います。認知症を専門とする事

業者でも、家族の抵抗が強く、適切な受診につなげることができない場合があります。

林田（居宅介護支援）　　若年性認知症の方の受け入れについては、大きな問題だと思います。

今後も協議会で取り組むべき課題だと思いますね。

―協議会主催の研修会に対してー
司　会　　さて、多くの皆様方に参加いただき定着してきた協議会の研修会（スタッフセミ

ナー）ですが、何かご要望やご意見はありませんか。

河原（福祉施設）　　様々な職種の方々の全員を満足さ

せるということは難しいと思いますが、施設単独で研

修をしたくても事業者協議会に来てもらっているよう

な講師をお呼びすることはできません。また、このよ

うな研修会を盛んに行っているところは他にはないと

思います。協議会の研修会は本当にありがたいし、職

員が積極的に参加できるよう支援しています。実地指

導のときにも多くの研修に参加していることを高く評価してもらっています。

床嶋（通所リハ）　　今までも研修には参加していましたが、今回部会長になってはじめて協

議会は凄い組織だと感じました。また研修会についても本当に貴重な機会であることを再認識

しました。これからはそのことをしっかりと伝えていこうと思います。

平山（通所介護）　　各事業所の責任者の方々のニーズも異なりますので、研修部会の中でテー

マ選定については苦労しています。事業所によっては忙しいという理由で研修会も部会にも参

加されないところもありますが、話し合いの場を設けるなど、もう少し意識の統一を図ること

ができるようにしたいと考えています。

―介護保険制度理解を深めていくためにー
司　会　　介護保険制度も十年の月日を経て、高齢者の生活に浸透してきたかのように思われ

ますが、みなさんいかがお感じでしょうか。

平井（訪問介護）　　一般の方々への、介護保険に関する情報の提供量は少なく、また伝えら
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れた内容も理解しづらいものが多いように思います。そのためいろいろと質問を受けるのです

がうまく説明できないこともあります。もっと簡単でわかりやすい制度になると良いですね。

また利用者にメリットがある情報が、市町村の広報誌には掲載されていても、本当に必要な方

が知らないということも良くあります。

熊谷（福祉用具）　　市町村の広報誌は、情報量も多く活字もあまり大きくはないため、高齢

者の方にとって読みづらさがあるのではないでしょうか。また、そ

こに書かれた内容も専門用語などが多用されていると、読まれたと

しても理解するのはなかなか難しいと思います。住宅改修に対する

ニーズは多いのですが、申請に関する書類については、私たちでさ

えも難しく感じる内容となっています。

河原（福祉施設）　　必要な情報提供はされていると思いますが、やはりわかりにくいように

思います。情報が必要な方たちは、年齢とともに耳や目が悪くなるのですからもう少し工夫が

欲しいと思います。この問題については、私達も何かできることがないか一緒に考えることが

必要だと思います。

林田（居宅介護支援）　　一緒に考えることは必要ですね。

協議会としても行政と意見交換を行いながら共にできる

ことを考えていく方向で活動しています。地域に根ざし

た協議会をつくるためにも地元の民生委員の方にも協議

会の存在を知ってもらいたいと思います。

―これからの十年を展望してー
司　会　　10 年という節目の年を迎え、これからの 10年に向けての展望とか抱負とかをお

聞きしたいのですが。

林田（居宅介護支援）　　今後も介護保険は変化すると思います。私達も勉強会などを重ねて

いきたいと思います。しっかりと、今後の 10年をどのように進んでいくのか、真剣に考えて

いくことが大切だと思います。

熊谷（福祉用具）　　福祉用具部会では、一昨年は褥瘡予防勉強会を４回開催し、大変多くの

皆様方にご参加いただきました。昨年はそれを発展させた形で、総会でもご報告させていただ

きましたが、「褥瘡予防研究会」を立ち上げました。この研究会の目標は、サービス事業者間

の協働作業により、地域における床ずれの発生の早期発見と予防を

目指すネットワークを構築していくことにあります。医師会の坂田

先生のお骨折りで、古林先生（古林皮膚科）にアドバイザーに就任

していただきました。部会をあげて、また皆様方との連携で地道に

活動していきたいと考えております。

金子（老健施設）　　平成 12年に医療保険と介護保険とに分かれましたが、今後の介護保険

の位置づけがどのようになるかわかりません。利用者や家族が振り回されない、そういった制

度であってほしいと思います。

河原（福祉施設）　　今後も重度の利用者が増えると思います。そのことに対応するためには

今後の介護を担ってくれる人材の確保が重要だと考えています。給与や労働条件の改善も重要
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なことですが、介護の持つ明るい部分を見出してアピールするイベントなどを行って次世代を

育てなければ介護力は不足するばかりです。施設も空きベッドや介護力が不足すると大変にな

ります。柔軟に対応できる社会づくりをしなければ高齢者は増える

ばかりです。高齢者でも独居であっても地域の力になれるはずです。

私も地域と一体となってできる町づくりに貢献したいと思います。

施設や病院は 24時間開いています。施設に対する理解を深めてい

ただきたいし、もっと地域の方々に身近で役に立つ施設にしたいと

思います。

林田（居宅介護支援）　　子育てや介護など地域の皆さんの力を合わせて街づくりができたら

いいですね。

平山（通所介護）　　通所介護では、利用者やご家族の在宅生活が快適に送れるように支援す

ることが大事だと思います。また、認知症の方やご家族への適切な対応もさらに重要です。各

事業所の管理者同士が積極的に意見交換を行うことで通所介護部会の方向性を揃えることがで

きれば、もっと有効な勉強会も企画できるのではないかと考えています。この地域の介護職員

がレベルアップをすることでより良いサービス提供につながりますし、協議会はもっと地域の

力になれると考えています。

林田（居宅介護支援）　　実際に部会長などを務めてみないとわからないことは多いと思いま

す。しかし 10年かけてつくった形がありますので、部会内や部会同士がそれぞれ歩み寄って

意識を統一していけばもっと良くなると思います。

平井（訪問介護）　　社会的にヘルパーに対する価値は、まだまだ低くみられているのではな

いかと思います。技術面においても、施設の介護職員の方と比較して、家事ができれば訪問介

護は誰でもできるかのように思われています。事実そういった部分もあるのかもしれません。

しかし私達が介護のプロとしての意識をもって業務にあたることで、世間の見る目も変化する

と思います。ヘルパーの資格を取得されている方は多いのですが、実際に業務についている人

は僅かです。もっと研修を行いヘルパーの意識を変えるようにしていきたいと思います。今後

は部会として基礎の部分から始めたいと考えています。

中原（訪問看護）　　今後医療ニーズが高まると予測される中、皆さんが困っていることを良

くお聞ききしながら、医療と介護や福祉の橋渡し役を行っていきたいと思います。今後利用者

の中で医療依存度が高い方は増えてくると思います。訪問看護ステーションを今よりもっと気

軽に相談していただけるような、誰もが訪ねてきて下さるような体制を整えていくことが私達

の役割だと思います。また、認知症サポーター養成講習会など、ボランティアの必要性も感じ

ています。在宅で過ごす方に対して訪問系と通所系だけでは足りないと思いますので、今後は、

行政と協議会が地域の方を巻き込んでボランティアを育てていくことが必要だと思います。だ

れもが地域の高齢者に目配りできるような仕組みが必要だと思います。

床嶋（通所リハ）　　この地域では重度の認知症の方の受け入れる施設

が足りないように思います。どの事業所でも積極的に受け入れをしてい

ただく努力が必要だと思います。認知症があってもその人らしく生活し

ていけるように地域全体で一緒に支援しいてくような体制が必要だと思

います。また、軽度認知症の進行予防や薬の知識などについても学ぶことが必要だと思います。
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金子（老健施設）　　安心して安全に利用していただける施設づくりを行っていきたいと思い

ます。療養生活の中でも、身体状況が悪化して医療機関に行かれることもあります。緊急の場

合でも、利用者やご家族が安心していただけるよう、医療機関をはじめとする施設外との連携

も今後ますます必要になってくると思っています。

石井（訪問リハ）　　リハビリは痛いとか機能回復のためのものというイメージが強いのです

が、訪問リハビリでは、疼痛緩和やリラクゼーションも行いますし、家族の方へ介助の指導や

生活しやすいような環境設定なども提案しています。このようなリハビリができることをもっ

とアピールしていきたいと思います。また訪問で思うのは、難病の方やターミナルケアが必要

な方でも「歩きたい」など何かをしたいという希望を持っている方が多いということです。そ

のような方にも関わっていきたいと思います。今年 10月にできた

地域在宅医療支援センターとも連携が必要ですし、緊急時やリスク

の対応方法などは部会として取り組みたいと思います。

河原（福祉施設）　　施設内であっても、自宅に住む私達と同じよ

うな日常生活が送れるシステムをつくりたいと思います。職員の質

の向上は当然ですが、ボランティア育成や地域の方への行事参加を呼びかけるなど小さなこと

から取り組みたいと考えています。

熊谷（福祉用具）　　私達は福祉用具をお届けするのが仕事ですが、物と同時に一緒にハート

を提供したいと思います。高齢者の方との気持ちが通じていかないと、福祉用具もうまく使っ

てもらえないと思います。福祉用具は沢山の種類があります。車椅子を変えただけで生活が変

わることがあります。もっと勉強してより良いものを提供したいと思います。

林田（居宅介護支援）　　私自身ケアマネージャーの存在意義について悩むこともありました。

例えばケアプランをつくるためのだけの作業になっていないか、質の高いケアプランとはどう

いうものなのか、それにかかる時間は妥当なのか、利用者のニーズを汲み取っているのだろう

か、など様々な角度で点検する必要があります。現状ではケアマネとしての研修会は充実して

いると思いますが、今後は小さな単位での事例検討会を積み重ねていきたいと思います。地域

性も含めてひとつの事例に対して深く検討するような勉強会が質の向上につながると思いま

す。ケアマネは利用者のニーズを大切にする一方、保険者としての考え方を併せ持っています。

様々な問題点やアイデアを協議会で検討しながら行政に対してより良い提案ができるよう取り

組みたいと思います。

―筆者あとがき―
　座談会を通じて、この 10年間、それぞれが真剣に現場に向き合い、介護保険制度の抱える

様々な面に戸惑いながらも「今」を一生懸命に積み重ねてこられたことが伝わりました。正直

なところ、座談会の最初は行政や制度への不満や失望、すぐには解決の糸口が見出せない制度

上の問題点など多くの意見も出されました。しかし、この座談会も最後は「私達がよりよいサー

ビス提供者になる」という結論で一致しました。

　各部会それぞれ役割の違いはありますが、利用者や家族に寄り添う中で、仕事に対する誇り

や多くの喜びを感じています。利用者に最も近い存在だからこそ、具体的に問題を提起するこ

とも改善することもできると思います。そのために私達の質の向上こそが地域の力になり、よ
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り充実した介護保険制度を育てることにつながるのではないでしょうか。そういった思いがあ

るからこそ、各部会長は現実を認識し、さらに向上していくための施策を考えておられます。

過去 10年間各部会で培った経験を生かし、小さな力や思いを汲み取り、より具体的に大きな

力や流れに変換することこそ、事業者協議会の果たす役割ではないでしょうか。ご参加いただ

いた皆様方に心から感謝申し上げます。

（文責：今村里香）

（出席者）

　居宅介護支援部会　　　　部 会 長 	林田一史	　（ケアプランサービスいしずえ荘）

　通所介護部会　　　　　　部 会 長 	平山忠宣	　（あまぎ健康らんどデイサービスセンター）

　訪問介護・　　　　　　　部 会 長 	平井寛子	　（有限会社ホット・オアシス）

　　　訪問入浴介護部会　　副部会長　大内田初美（武光ヘルパーステーション）

　訪問看護部会　　　　　　部 会 長 	中原文枝	　（たちあらい訪問看護ステーション）

　通所リハビリ部会　　　　部 会 長 	床嶋梅香　	（介護老人保健施設　城山荘）

　介護老健療養施設部会　　部 会 長 	金子文代	　（介護老人保健施設　ﾃﾞｲｹｱｾﾝﾀｰうらうめ）

　訪問リハビリ部会　　　　部 会 長 	石井真理	　（香月病院）

　介護老人福祉施設部会　　部 会 長 	河原智子	　（介護老人福祉施設　宝珠の郷）

　福祉用具部会　　　　　　部 会 長 	熊谷聖徳	　（あかつき株式会社福祉事業部）

（聞き取り）

　設立 10周年記念誌　編集委員会

　　　委　員：今村里香（所属：介護老人保健施設サンビレッヂ朝日ヶ丘）

　　　委員長：福田武弘（所属：朝倉市在宅介護支援センターきらく荘）
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いちおう覆面座談会「ザ・朝倉介護保険事業者協議会」

　平成 22年 11 月 5日（金）夕刻、朝倉市某所のとある居酒屋に、朝倉介護保険事業者協議会（当

時の名称：甘木朝倉介護保険事業者協議会）の設立に関わった数名の方々にお集まりいただい

た。

　10周年記念誌発行にあたり、設立当初の様子を熱く語っていただこうと計画された座談会

であったが、冒頭、某会長が「先ずは良い気分になるまで燃料補給していただき、その後で語っ

ていただきたい。」との言葉に全員が甘えてしまい…。

■行政と委員が一体となって取り組んだ準備委員会

哲平　　今日配布された当時の記録を見ると、7月に最初の準備委員会が開かれて、毎週会議

をしてたんやね。一月おきくらいの会議だったような気がしていたけど。

博助　　総会開催が 8月下旬に決まってからスピードもあがりましたよね。

俊一　　第 2回目から、H先生が登場されて緊張感もぐっと高まって…。

哲平　　組織体制も、福祉の専門家を会長に、医療からともう一人福祉からを副会長にし、バ

ランスをとっていこうという意見だったね。

博助　　医師会からの協力も必要だし、いい形でスタートできたんじゃないですか。

哲平　　モデル事業の時代から、医師会も積極的に取り組んで、研究会とかにＡ先生を中心に

参加したりして。H先生が入ってから、居宅療養管理指導部会も専門部会の一つに加わったよ

ね。

会長　　他の地域の協議会組織を見ても、ここまで医師会からの会員が多いのは珍しいのでは

ないですか。サポートが本当にありがたい限りです。

俊一　　振り返ってみると、準備委員会のメンバーは本当に個性的な人が多かった。最初の会

議からかなり活発に意見交換があってたし。

哲平　　自分は介護保険が始まった当初は、医療と介護は敵対関係にあるよう感じていた。当

時、いろんなことを言っていたような気がする。しかし、見切り発車で始まったこの制度も十

年経って少し落ち着いてきたのかなと思うようになった。

博助　　自分も介護保険について、行政の方と色々と議論してきたけど、5年位経った頃、「も

うそろそろ少し落ち着いて下さい」と言われて少し慌てました。（笑）

道夫　　本当に見切り発車やったもんね。認定審査会とかもどうしようかと思ってた。

哲平　　みんな誰もわかってなかったしね。

道夫　　認定審査会もそれぞれの考え方があってなかなかまとまらないし…。

博助　　わからないからこそ相互に確認しあったりして、そこからコミュニケーションも生ま

れた側面もありますよね。

道夫　　そういった混乱の中でも、事業者が協議会という組織でまとまっていたのが良かった

と思う。

博助　　協議会の組織の立ち上げにあたっては、事業者間の連携に行政も積極的に関わってく

れたことが本当によかった。また、自分たちの意見もしっかりと聞いてくれたし。
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あ、お姉さん生６杯と熱燗２本。急いでね。

道夫　　行政も関わりをもったけど、やはり事業者の頑張りもあったからだと思う。

博助　　あの頃はなんかなしに、医師会に行ったり、保健所や役場に行ったり、とにかく動き

回っていたような記憶があるなあ。

俊一　　行政主体で協議会立ち上げて、その後はすぐに事業者に任せてもらいましたよね。不

安はなかったですか。

道夫　　いやあ、そこらへんは話してから、やっぱどうしても後は事業者でかたまってもらわ

んといかんし、伝統もつくってもらわないといかん。そこに行政があまり口をだすと良くない

という考えがあったからですね。

■コミュニケーションと「飲みにケーション」

哲平　　私が一番思いよったのは、この業界は商売敵同士なわけだから、いかに仲良くやって

いくのかという点。また、事業者が各部会に入っていく価値がどれくらいあるのか、協議会組

織の価値がどれくらいあるのか、ということ。

博助　　そういった中、部会長はとりまとめるのが大変やったでしょうね。色々と情報交換し

ながら、手探り状態だったんでしょうね。

哲平　　酒を飲むことがどうということではないけど、やっぱ「飲みにケーション」の場とい

うのはわかりやすくて良かったと思う。

俊一　　協議会の事業の記録はあるけど、飲み会の記録はあまり残ってないんですよね。でも

Ｆ先生のところでのタケノコ堀りとか、バーベキューとか、拡大会議の後の飲み会、総会の後

の飲み会などなど、いっぱい飲み会をやったことは覚えてます。Ｈ先生が、気さくに誘ってく

れて、企画の後押しもしてくれて本当によかったと思う。

美子　　Ｈ先生が機会をいっぱい作ってくれて、みんなを引っ張ってくれて本当によかったで

す。私は途中で転職したんですが、そのきっかけになる出会いにもつながりましたし。あと、

活動の中で覚えていることは、いっぱい司会をさせられたことかな。まだ若かったからでしょ

うね。でもそのおかげで、人前でしゃべることが苦痛ではなくなりました。

会長　　協議会の活動は、非日常的なこともあって、なかなか職場ではできないこともやらせ

てもらえるいい機会にもなったんでしょうね。

博助　　みんなそれぞれがいろんなことに取り組ませてもらいましたよね。総会での発表とか

様々な係とか。とてもいい勉強になりました。

■協議会誕生秘話「きっかけは私」

会長　　当時、行政はどんな形でこの協議会を立ち上げようとされたんでしょうか。そのあた

りの事情はご存知ですか。当時の方々も変わられ、協議会の行政における認知度も多少薄れて

きた感がするのですが。

道夫　　そのあたりの詳しい話は別の方から聞いたほうがいいかも知れませんね。私が関わり

だした頃は、協議会組織を作ろうという意見にまとまってきた頃だったから。

博助　　美子さんが、甘木市の担当課に是非協議会組織を作って欲しいと言われたと耳にして

いましたが、そこらへんはいかがですか。
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美子　　それは言った覚えがありますが、そんなことでは簡単にできないでしょう？

会長　　「きっかけは私」と記念誌に残したほうが良さそうですね。（笑）

博助　　そうそう、当時の課長に食ってかかった、との話も聞いたことがあるけど。

美子　　よくは覚えてないけど、やっぱ言ったような気もしますねえ。作らないかんですよ、

と熱く語ってしまったかもしれないです。うーん、少し忘れているかなあ。

でもその前に、準備委員会の委員の話も来てたので、行政の準備の方が先だったと思いますよ。

あっそうそう、その話が出てからいつまでたっても協議会ができないから、いつやるんですか？

とプッシュに行った覚えがあります。

博助　　やっぱ、美子さんのせいやね。（笑）

■走り始めた協議会

俊一　　9月下旬に開催された第１回の拡大会議で、会長・副会長が話された内容がしっかり

記録に残ってます。中でも副会長が、「来年の３月までに目に見える形で何ができるのかが大事」

と話され、そこから拡大会議のメンバーが必死になって走りはじめた気がします。実際 10月

から翌年 3月にかけて、いろんな事に取り組みましたよね。11月には早速、Ａ先生に基調講

演をしていただいたシンポジウムの開催、会報の発行やかんぽ講演会の支援などなど、みんな

のエネルギーの高さには驚きました。

博助　　副会長の話の内容を今更ながら確認するとすごいですね。専門部会長のあり方、また

医師との連携強化が重要なことも指摘されてますね。

和恵　　ケアマネと医師との交流会の件はずっと言っておられましたよね。早い機会にきっか

けを作ってもらえて良かったと思います。

俊一　　あれからケアマネさん達も、診療所の先生達と確かに連絡が取りやすくなりましたよ

ね。

哲平　　ケアマネは介護保険の要だし、医師会の先生達といかにうまく連携をとっていくかは

大きな鍵で、そういった点ではスムーズにスタートできたように思いますね。

和恵　　この頃、何か協議会様式の作成もしませんでしたか。医師との連携のための。

博助　　それはもう少し先だったと思います。今では色々な協議会様式がホームページからダ

ウンロードできるし便利になったよね。

店員　　今日のお鍋はコーラーゲンのお鍋になっております。沸騰したら、肉も野菜も一緒に

入れてください。今は、つくねと四角いコラーゲンだけ入れて下さい。

博助　　この四角いのがコラーゲンね。はいはい、わかりました。それからお姉さん、この烏

賊、後作りは天ぷらでお願いね。ヒラメの骨は唐揚げでね。

酒量が増えるにつれ、話は次第にとりとめのない話へ。筆者はどのように原稿をまとめようか

と深く悩み、悩みを忘れるために更にお酒が進み…。

ここでようやく会場を間違えた利男さん登場。飲み物もビールから日本酒と焼酎のお湯割りに

変わり、再乾杯で宴会もヒートアップ。たくさんのいけない話の中から、記事にできる話を取

り出す作業は、まさに砂金探し…。
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■サークル活動の雰囲気で

俊一　　この協議会組織も本当に人のネットワークが広がり、色々な方に協力いただきました

よね。みんなでいっぱい飲んだり遊んだり。

博助　　ある施設の福利厚生スペースにみんなで雑魚寝してとまったり、クレオパトラ風呂で

したっけ、お風呂に入ったり、とにかくいろんなことがありました。

俊一　　花火大会があるから、バーベキューがあるからとお誘いも多かったですね。

哲平　　私がこの十年間でいつも飲み過ぎたのは、すべてこの協議会の場。その流れはちゃん

と次の人に引き継いでおいたから。協議会のあり方として、ずっとサークル活動のようなもの

を目指していたけど、うまく走り出してよかったと思う。

俊一　　協議会の遊び会の時は、Ｈ先生が家に酒ば取りにこんねと声かけてくれて、奥様のと

ころにビールだのお酒だの当時いただきに行ってました。良く考えると仕事中に行ってたんで

しょうね。肉屋にバーベキューの買い出しとか、職場から氷をいっぱい持ち出したり。たった

十年前ですが良い時代だったなあと思います。

博助　　当時は色々な方にお酒とか出してもらってましたよね。自分もいただきに回った覚え

があります。春に初代の事務局長の送別会をかねて、原鶴温泉のホテルにＨ先生のお世話でみ

んなで泊まりに行ったのも楽しかったですよね。

俊一　　Ｓさんのログハウスで２回くらいバーベキューもしましたよね。Ｈさんからも別荘に

泊まりにおいでと話がありましたが、残念ながら実現しませんでした。

博助　　みんな宴会の参加率は良かったですね。男女関係なしに、主婦もしっかりと参加して

いたし。楽しかったからでしょうね。そういえば名物の方がもう一人いましたね。行く先々の

スナックで出入り禁止になる人。昼間は別人のようでお昼休みにしっかりとランニングしてい

た人ですが。（笑）

美子　　お酒飲むと人格が変わる人も多かったけど、それだけみんなで気安い雰囲気を作って

たんでしょうね。

会長　　他の協議会組織との交流も行ってますが、行政に事務局があったりして、この協議会

のように事業者が中心となって活発に活動しているところは少ないですね。設立当初のみんな

で作った楽しい雰囲気がそのまま続いているんでしょうね。

利男　　組織というのは流れが大事ですね。次へのつなぎをどうしていくか、そこをしっかり

とさせていかないと続かないように思います。しっかりと盛り立てて行く必要もありますし。

会長が上手につないでいかないといけないですね。

博助　　この協議会も全国版にしていきたいですね。県単位でまとまり、その中心にこの協議

会があればいいですね。

俊一　　そういえば、初代のＩ事務局長は、本当に仕事をみんなに振り分けるのが上手だった

ですよね。みんなにしっかりと任せてもらって。また当時の拡大会議の中での意見交換も活発

でしたよね。

博助　　そうそう、どんどん自分たちに任せてもらったし。自分たちもやり甲斐があったし。

拡大会議に出るのも楽しかった。最近雰囲気はいかがですか。

会長　　みなさんあまりしゃべられないですね。そういった中、現場でしっかりと働かれてい

る皆さん方の前で、私が色々と話すのは恐れ多い気がしております。振り返ってみると今まで
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様々な人達との出会いがあって、奇跡のようなつながりがあって、今このような会長職を引き

受けさせて頂いているわけですから、人のネットワークを広げながら協議会を発展させていき

たいと思ってます。

哲平　　若い世代の方をどんどん引き込んで活性化させて行くことができれば、今後もっと

もっと楽しみですよね。

このあたりになると、複数の話が交錯しはじめ、呂律も多少乱れて収拾がつかない状況に…。

そういった中、会長からは「座談会の記事はきれいな言葉で」との指示が。筆者はほろ酔い状

態にも関わらず、必死の思いで文章の体裁を整える努力を続けるのでした。

■アイデアを結集した周年事業への取り組み、今後の展望

俊一　　周年事業も色々とやりましたよね。一周年の時は、「みんなで支える認知症」という

題までスムーズに決まったあと、サブタイトルは悩みましたよね。結局、「～優しく介護して～」

というのに落ち着きましたが、あれは博助さんのアイデアだったでうよね。

博助　　でしたっけ？あと、今なら考えられないけど、X-JAPANの元ボーカリストToshi さ

んとかを招いてのコンサートとかもしましたよね。お亡くなりになった稲尾和久さんとかにも

来てもらいましたね。あと西川ヘレンさんも。

俊一　　施設の方達に、劇や踊り、また体操の指導とかも精力的に取り組んでいただきました

よね。

利男　　そういえば、急遽劇に出たりしましたね。

哲平　　ヘレンさんは良かったね。まあこうやって協議会が自由にやれるのも、設立後は事業

者主体にしてくれた行政のおかげかもしれない。しっかりと応援してくれて、オブザーバーと

して必要な時は、しっかりと聞いてくれたり相談できたり。

利男　　飛び上がったら、後はあなた達でというのが良かったですね。

会長　　行政主体でもない、事業者主体でもない、住民主体の組織にしていきたいものです。

そろそろ締めの時間になりましたが、みなさんから何かあれば。

道夫　　行政と事業者の役割がうまく折り合ってはじまった介護保険。組織立ち上げにあたっ

ては行政が音頭とってきたけど、いい時点で事業者にバトンタッチできた。今までここまで続

いてきたのは事業者の努力だと思う。途中で介護保険制度も変わったので事業者も苦しい点が

あったと思う。しかし、介護保険はずっと続く。今後とも頑張って欲しい。

利男　　自分はもう過去の人になってしまったが、今自分たちに求められるのは自立しかない

のかな。そのためには周りに暖かく見守ってもらうしかない。住民のために、住民の人達から

見える組織になっていったらいいのでは。ここまで協議会がこれたのは医師会からの協力な支

援が大きいと思う。今後もみんなで力を合わせて頑張りたい。

美子　　住民主体の、との話がありましたが、是非民生委員さん達も巻き込んでいってほしい。

現状としては、ケアプランの中にインフォーマルなサービスが入っていない状況。協議会の力

で是非巻き込んでいって欲しい。

和恵　　居宅療養管理指導の算定についても、医療機関単独で行ってそのことをケアマネが知

らないケースもあるみたいです。横の連携がとれていないと、利用者にとって良いサービスを
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提供することができませんよね。そういった点についても是非協議会で尽力して欲しいと思い

ます。

博助　　私は飲むことしかできませんが、設立に関わった一人として、今後の協議会の発展を

祈念したいと思います。今まで色々な方々と知り合って、出会って、そういったものは財産。

大事にしていきたい。夢としては、社団法人化とか様々なことがあります、是非この協議会が

中心となって全国にいろんなことを発信してほしい。

哲平　　十年間はあっという間で、こうやってまた再会できてうれしい限り。みんなから色々

話が出たので改めてはないが、これからは後継の人たちにいかにバトンタッチしていくか、ま

たこれからの十年間を協議会がどう生き延びていくか、というか内容をどう深めていけるかが

大事。これからも、側面から人材も送り出しながらサポートをしていきたい。協議会を愛して

やまない。将来的にももっともっとすばらしいものになって欲しい。会長、まだまだしばらく

は頑張ってください。

会長　　最後の部分は、是非この記録から削除していただきたいと思いますが。（笑）今日こ

こに集まっていただいた皆様は、協議会の志しだと思っています。今の協議会がその志しをど

こまで担っているのかはわかりません。ただ、今後の十年間をやっていくためは、自分たちの

根っこを確認していかないといけません。本日は、ざっくばらんに色々なお話を聞かせていた

だきありがとうござました。これからも、是非協議会に対し暖かいエールを送って下さい。ど

うか宜しくお願い申し上げます。

（文責：俊一）
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　このたびは、朝倉介護保険事業者協議会 10周年	誠におめでとうございます。このような

節目の年に居宅介護支援部会の部会長をさせて頂き光栄です。

　介護保険制度が発足し早いもので 10年を迎えます。その中で介護支援専門員の役割、認識

は大きく変化してきました。現在は介護サービス導入においてケアマネジャーは欠かせない存

在となっております。しかし、膨大な記録、その中で利用者、家族のメンタル面のサポートま

で、なかなかな並大抵の仕事ではないことを日々感じているところです。最初のサービス導入

時点で、自立を支援していくにはどのようなサービスが適当か、本当に必要なサービスは何な

のか、専門的な見地から判断していかなくてはなりません。責任感と重圧におしつぶされそう

になることもありますが、利用者、家族等から喜び・感謝の言葉を頂くと、気持ちが軽くなり、

それが明日への仕事の糧となっております。

　これから超高齢社会を迎えるにあたって、利用者のニーズはもっと変化していくことでしょ

う。施設系、短期入所系を希望する家族が多い中、在宅での看取りも重要視されることは間違

いあいません。住み慣れた地域、又は、利用者が望む生活をどうケアマネジメントしていくか

は、私達だけでなく、行政、医療機関、多種多様な専門職の協力を得て前に進んでいかなけれ

ばなりません。

　今回、部会長をさせて頂き、たくさんの専門職の方とのつながりができました。又、ケアマ

ネジャー資質向上の勉強会開催等は大変でしたが、皆様の支えもあり達成できた事と思います。

本当にありがとうございました。

ケアマネージャーとして
今、思うこと、今後の展望

その人らしく

居宅介護支援部会　　　
部会長　林田　一史

訪問介護・訪問入浴介護部会　　　　
部会長　平井　寛子

各部会長より

　高齢化社会が進んだ今日、多くの高齢者は住み慣れた地域で家族と暮らしたいと望んでいま

す。しかし、加齢による心身機能の低下や障害、家族の負担の増大、老々介護など、様々な生

活上の問題が生じて、その状況はますます深刻化しています。

　私たちが携わっている介護とはいかなる状況の人であろうとその自立を側面から援助し、「そ

の人らしく」生きていくことを可能にすることだと思います。



36　各部会長より

　在宅療養に対する利用者様のイメージは

　　①自分らしく、自由に過ごせる

　　②苦痛を十分に和らげることができない

　　③急な変化があったときや、夜間に対応できない

　　④往診してくれる医師がいない

　　⑤家族への負担が大きい

　　⑥お金がかかる　　　等、マイナスイメージが大半を占めているようです。

　また介護者からの観点では、夜間や急変時の対応も大きな不安材料で、ご家族の精神的な重

圧は大きく、在宅療養における家族のサポートは重要だと考えます。

　訪問看護サービスは利用者様の自宅に訪問し、体温や脈拍、血圧を測定します。呼吸状態や

お腹の状態を観て、異常がないかを見分けます。そして、どんな病気を持っていても、不安な

く毎日が過ごせるよう利用者様の望む生活が送れるようにアドバイスしたり、ご家族からの相

談にものります

　また、自分の家で最期を迎えたいという方の支援も行います。かかりつけ医の先生と 24時

間連絡をとりながら、ケアマネージャーやヘルパーさんなど他の事業所とも連携をとり、自宅

での安心できる生活を支えていきます。

　私たちは、利用者様やそのご家族が	〝今どんなことを感じてるかな〟、〝どんなことを思って

るかな〟ということを一生懸命感じようと思ってその人の思いに寄り添って近づこうと努力し

ています。

　どうぞこれからも訪問看護をご利用ください。

訪問看護部会　　　　
部会長　中原　文枝

いのちに寄り添うケアをめざして 

　「その人らしく」を重視する私達の役割は利用者の本当のニーズを知ることから始まります。

顔色や表情、しぐさ、声、匂いなどから相手のメッセージを感じるとるため、常に五感を働か

せています。訪問介護の場合、居宅ということもあり、利用者の希望や訴えを全て聞き入れて

くれるヘルパーを求められる傾向がありますが、そうではなく、利用者のできること、できな

いことをきちんと見極めて、そのできないところを相手の立場に立って思いやり、さりげなく

行うことで自立を支援することが必要だと思います。

　利用者を中心に、ケアマネージャーをはじめとする様々な専門職がひとつのチームとして連

携をとり、効率的に介護をすることが「その人らしく」生きるということにつながっていくの

ではないでしょうか。

　私達はそんな介護を目指して、これからも日々努力していきたいと思います。
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　私がこの一年間通所介護部会の部会長をやらせていただき、事業者協議会に携わらせていた

だき、色々な方からの話を聞かせていただき考えた事として、これからの通所介護部会は地域

に共存し、今まで以上にレベルアップを図っていかなければならないのではないかと思いまし

た。なぜなら、現在は言葉は悪いかと思いますが、各事業所が利用者の取り合いのような格好

になっているのかなと感じるからです。他部会の方も言われていたのですが「あそこは何人み

たいやけん、うちより多いけん、うちが負けとるやん」等が聞かれるとの事でした。確かにラ

イバルの事業所になるのかもしれませんが本来の姿というのは、互いが協力し、利用者に合っ

たサービスを提供することと思うので各利用者を、各事業所の特色に合わせて紹介しあって共

に協力していくのが良いのではないかと思います。そして年に何度か開催されるスタッフセミ

ナーや部会を通じて情報交換したりして、スキルアップを図り、地域の利用者の方々にサービ

スを利用していただき、今まで以上により良く生活していただく環境作りをしていってはどう

かと思っております。まだまだ申請をされてない高齢者はたくさんいらっしゃるでしょうし、

私が思う本来の通所介護部会とは

通所介護部会　　　　
部会長　平山　忠宣

　訪問リハビリとは、障がいを持った対象者が住みなれた環境の中で、安全かつ快適にその人

らしい生活が送れるように支援することです。具体的には機能訓練、生活動作の指導、廃用症

候群の予防などを行います。加えて、訪問リハビリでは対象者の身体機能だけに目を向けるの

ではなく、その方が持っている能力を最大限に発揮できるように環境を調整したり、介助方法

の指導を行ったりと、生活全体を見ていくことが大切です。

　生活とは障がいを持った方でも失われた身体機能に捉われず、楽しみや生きがいを持つこと

も含まれます。そのような生活を送れるように、サービスを提供する中で、対象者との関わり

を大切にし、楽しみや生きがいを一緒に見出していくことも必要ではないかと思います。

　介護保険が開始され 10年が経ち、訪問リハビリという言葉も地域の方々にも浸透し、対象

者のニーズも増えてきているように感じています。多くの対象者の方がその人らしい生活が送

れるように、私たち自身も技術やさまざまな考え方を持ち、柔軟に対応できるように、日々努

力していきたいと思います。

訪問リハビリの役割

訪問リハビリ部会　　　　
部会長　石井　真理



38　各部会長より

　通所リハビリ部会長を務めることになり半年が経ちましたが、第 1回目の部会は、会場準

備が間に合わず皆さんにご迷惑をかけてしまいました。現在第 3回目の合同部会の準備を進

めているところですが、まわりの方に助けていただきながら務めさせていただいているところ

です。

　毎月の会議に参加するようになったことで、役割の大切さ、重要さを感じています。協議会

が発足し 10年が経ち、これまで支えてこられた方々のご苦労を感じています。

　私は「人のお世話をやってみたい」という気持ちからこの職業につきましたが、今回の役割

は私にとっては、また違った世界に足を踏み入れた感じがしています。役不足でご迷惑をおか

けすると思いますが、自分が成長できることと、何かの役にたてるという実感をもちながら取

組ませていただきたいと思っています。どうぞ宜しくお願いします。

　平成 17年 12月に福祉用具専門相談員として仕事を始めました。先輩についてベッドの搬

入組み立てをし、約 3ヶ月が過ぎてから一人で行動するようになりました、ケアマネージャー

との連携、書類の作成、知らない用語や福祉用具と分からない事がたくさんあり、当時からお

付き合いをして頂いた方々には“本当ね、そんな感じだったね”と笑われますね（きっと）。

　当時を振り返れば、一日でも早くひとり立ちできるように、多くの勉強会、メーカーの展示

会へと積極的に参加し、商品知識と福祉についての考え方を学ぼうと思って行動していました

が、あっという間の 5年間でした。

　また、今年 4月からは部会長になりまして、3年越しの課題である“褥瘡予防勉強会”から“褥

瘡予防研究会”へと発展させ、毎月研究会を開いて、多くの方々と一緒に勉強しています。行

き届かない点もたくさんあると思いますが、よろしくお願いします。さらに、朝倉介護保険事

今思うこと

福祉用具部会長として

通所リハビリ部会　　　　
部会長　床嶋　梅香

福祉用具部会　　　　
部会長　熊谷　聖徳

申請して介護度が出ていてもサービスを利用されていない方、または利用しなくても良いと

思っている方がいらっしゃるので、そのような方々が減るように我々も努力をしていかないと

いけないのではないかと思います。それが、協力して議論する会の協議会だと思います。
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業者協議会設立 10周年にあたり、平成 23年 2月 11日（祭日）に記念講演会が盛大に計画

されていますが、役員の方々は準備に忙しい毎日だと思います。福祉用具部会として何かお役

にたてればと考えておりますので、よろしくお願いします。

　介護保険制度が 2000 年４月に導入されて、はや 10年が経ちました。私は 2年後の 2002

年から 4年間部会長をしまして、今年から再び 3期目を務めさせていただいています。当部

会は薬局が１事業所、病医院が 36事業所と全部で 37事業所からなっています。その殆どは

個人事業所であるため、部会としての活動はあまり出来ていません。

　私が 2期目の部会長を終えた後は部会に関与することもなく、スタッフセミナーの連絡を

受けるだけでした。歴代の部会長もあまり出来ていなかったのではないかと思います。しかし

その事よりも、居宅療養管理指導を行っていない事業者のあることが問題だと思います。

　居宅療養管理指導は医師だけでなく看護師や薬剤師等も医師の指示に基づき算定できるよう

になっています。しかもケアプランと直接の関係もないし、訪問通所系・短期入所系いずれの

区分支給限度額管理にも属さないので請求に問題はないのですが、めんどうくさいからとか請

求の仕方がわからないので算定していないという事業所や、診療情報提供料で代用していると

ころもあるようです。しかし療養生活の質の向上を図る上からも、居宅療養管理指導は必要だ

と思います。

　もっと居宅療養管理指導を行う事業者が増えるように考えていこうと思っています。

居宅療養管理指導部会にかかわって

グループホームにおける
認知症高齢者ケアの役割

居宅療養管理指導部会　　　　
部会長　冨田　泰生

グループホーム部会　　　　
部会長　石井　邦彦

　グループホームは認知症高齢者のケアが大事な役割です。

　認知症高齢者ケアにおいては高齢者のそれまでの生活や個性を尊重しつつ、高齢者自身の

ペースでゆったりと安心して過ごしながら、心身の力を最大限に発揮した充実した暮らしを

送って頂くことができるよう、生活そのものをケアとして組み立てていくことが必要だと思わ

れます。

　環境などの変化に適応することがことさら難しい認知症高齢者に配慮し、生活の継続が尊重
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　このたびは、朝倉介護保険事業者協議会の 10周年記念、誠におめでとうございます。この

ような大きな節目の年に部会長として携われることを光栄に思います。

　振り返ってみますと、介護保険制度開始、協議会発足、私自身の施設長就任とすべてがほぼ

同時期のことでした。開設間もない施設の運営は大変不安なものでしたが、事業者協議会とい

う場で、他の特養のみならず在宅系サービス事業所や医療機関とも人や情報の交流をさせてい

ただけたことは、大変心強い支えでありました。単なる研修企画や情報交換の場ではなく、同

じ地域で高齢者福祉の問題を共有し解決する仲間としての機能がそこにあったように思いま

す。

１施設の力では、情報収集や知識・技術向上には限界があります。しかし 8施設が集まって

協力し合うことで、良いアイデアはさらに深まり広がり、問題点は未然に防ぐことができまし

た。お互いが切磋琢磨する良いライバルでもあり仲間でもあるのです。これまで事業者協議会

活動に携わって来られた皆様のご尽力に、心から感謝いたします。

　今後は、ますます高まるであろう介護ニーズに応えるべく、私たち施設職員の技術・福祉理

念もさらに高めていく必要があります。「施設の持つハード・ソフトを最大限に活用して地域

に貢献できることは何か」を介護老人福祉施設部会の重要課題として位置付け、これからも皆

様とともに歩み続けていきたいと思います。

介護福祉施設部会に携わって

介護福祉施設部会　　　　
部会長　河原　智子

されるよう、日常の生活を基本とした介護サービス体系整備を進める必要があります。

　その為に、ただ生きているというだけでなく、暮らすというのを目標にしたいと考えていま

す。一人一人が必要とされ、役割があり、生きがいやりがいをもつことができる生活の提供が

必要だと思われます。

　生きがいとは食事や入浴などの日常生活ではなく、非日常的な生活の支えであるレクリェー

ションや行事、旅行、人や社会とのつながりだと考えます。　

今後もこれからのことを念頭に置き、日々認知症高齢者の生活の質を向上できるよう頑張って

いきたいと思います。
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　介護老健療養施設部会は、6つの介護老人保健施設と１つの介護療養型医療施設で構成され

ています。今年度の部会の活動として、2回の事務長会と 1回の職種別部会と 1回の通所リ

ハビリ部会との合同研修会を実施致しました。

　事務長会では、拡大会議の報告や介護報酬や経費等の情報交換を行っています。職種別部会

には、看護・介護、支援相談、リハビリ、栄養の４職種が参加しています。各専門の職種なら

ではの意見や質問、また悩みを出し合い、それぞれの施設がどの様に行っているか意見交換を

して、自分の施設以外の業務への関わりに刺激を受ける場となっています。

　今後も利用者が安心して施設で過していただける様に、スタッフが勉強を重ね、各職種の施

設での役割を充分認識して業務にあたり、また各施設病院が協議会を通して連携を図り、共通

認識を持つことができればと思います。

　各施設が共通認識を持つ為には、地域での医療と介護、また行政と現場の円滑な連携が基本

にあってのことだと思います。入所の利用者やその家族の方のニーズに対応できる施設病院に

なれるように介護老健療養施設部会として役割を考えて行きたいと思います。

安心安全な施設サービス提供に向けて

介護老健療養施設部会　　　　
部会長　金子　文代
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－平成 12 年（2000 年）度－
〔平成 12年〕
	8 月21日（月） 甘木朝倉介護保険事業者協議会　設立総会・設立式典

（午後 5時 30分～、めくばーる三輪「町民ホール」）
	9 月 	4 日（月） 第 1回役員会（市町村会館）

＊行政担当者も交え、設立準備委員会からの引き継ぎ
9月20日（水） 第 1回広報部会（城山荘）
	9 月21日（木） 第 1回拡大運営会議（朝老園　地域交流ホーム）
10月	 2 日（月） 第 1回訪問看護部会（医師会）
10月 	3 日（火） 第 1回運営部会（朝老園）
10月 	7 日（土） FAXニュース（会報の前身）Vol.1　発行・配信
10月13日（金） 第 1回通所介護部会（朝老園）
10月18日（水） 第 1回居宅介護支援部会（市町村会館）
10月24日（火） 運営・研修・広報合同部会（めくばーる三輪）

＊第 1回シンポジウム開催に向けての準備会議
10月25日（水） FAXニュース　Vol.2　発行・配信
11月13日（月） 第 1回訪問入浴部会（めくばーる三輪）
11月24日（金） 第 1回シンポジウム「充実したケアプランに向けて」及び懇親会

（午後 6時 30分より、松屋ガーデンパレス／ 112名参加）
＊コーディネーター：火野坂徹先生（副会長）、
　　　　　　　　　　		福嶋正孝先生（居宅療養管理指導部会長）
＊基 調 講 演 　 ：青柳二郎先生（青柳医院　院長）
＊フリートーク　　：鶴我ケイ子さん（まるごとケアプランサービスいしずえ荘）
　　　　　　　　　　	高倉洋子さん（甘木朝倉医師会居宅介護支援センター）
　　　　　　　　　　	鎌田洋美さん（夜須町指定居宅介護支援事業所）

12月12日（火） 第 1回介護老人福祉施設部会（朝倉苑）
12月20日（水） 第 1回訪問リハビリ部会

「2000 年締めの会」3師会、行政、協議会合同（本店	開力）

－設立以前〔平成 11 年（1999 年）～ 12 年（2000 年）〕－
〔平成 11年〕
12月20日（月） 居宅介護支援事業者説明会（13時 30分～、甘木市役所　別館 2階）

主催：甘木朝倉地区介護保険連絡会
＊事業者協議会の設置構想について了承を得る。

〔平成 12年〕
	3 月 	6 日（月） 介護サービス事業者等説明会（14時 00分～、三輪町働く婦人の家）

主催：甘木朝倉地区介護保険連絡会／朝倉保健所
＊甘木朝倉介護保険事業者連絡会（仮称）設置構想について、また福祉系・医療系の代表
者により設立準備会を設置することを了承。
＊設置の目的 : ①サービスの供給量（種類、量）等の総合的把握、②全てのサービス提供
事業者の組織化で、地域におけるサービス提供のネットワークを構成し、各種サービスの
連携を円滑に行う、③サービス種目ごとの部会を設け、情報交換や研修会を行い、サービ
スの質の向上を図る。

	5 月11日（木） サービス種別に準備委員が決定
	7 月	 3 日（月） 甘木朝倉介護保険事業者協議会（仮称）

第 1回設立準備委員会（甘木市役所別館会議室）
7月10日（月） 第 2回設立準備委員会（甘木市役所別館会議室）
7月17日（月） 第 3回設立準備委員会（甘木市役所別館会議室）
7月24日（月） 第 4回設立準備委員会（市町村会館）
7月28日（金） 第 5回設立準備委員会（市町村会館）
8月18日（金） 第 6回設立準備委員会（市町村会館）

＊終了後、懇親会開催

朝倉介護保険事業者協議会　10年の軌跡
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〔平成 13年〕
1月 1日（月） 会報　創刊号発行　A4版　8頁　700部
1月12日（金） 第 1回介護老人保健施設部会（デイケアセンタ－うらうめ）
2月15日（木） 第 1回介護療養施設部会（太刀洗病院）
2月15日（木）「介護保険・在宅介護サービスとそのご家族の意識調査」実施
～3月14日（水） ＊ケアプラン作成依頼をされている 1,136 名の方へのアンケート実施（回収 802名）
3月 	9 日（金） 居宅介護支援部会　研修会（市町村会館）

「医療費控除の対象となる介護サービス費用について」
　川崎廣次先生（甘木税務署個人課税部門　統括国税調査官）

3月17日（土） 共催事業　かんぽ介護支援講演会「介護保険をいかす方法」
（14時 00分～、ピーポート甘木　中ホール／ 530名参加）
＊樋口恵子先生（東京家政大学　教授）
＊介護サービスをスライドで紹介、介護劇、福祉用具展示
＊熊本県矢部町より視察研修受入 (14 名 )

(1) 各会議開催：以下の通り
　①役員会（2回）、②拡大運営会議（7回）、③運営部会（6回）、④広報部会（7回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（3回）、②訪問入浴介護部会（2回）、③訪問看護部会（1回）、④訪問リハビリ部会（2回）、
⑤通所介護部会（3回）、⑥通所リハビリ部会（2回）、⑦介護福祉施設部会（2回）、⑩介護保健施設部会（2
回）、⑪介護療養施設部会（2回）

－平成 13 年（2001 年）度－
〔平成 13年〕
	4 月 	1 日（日） 会報　第 2号発行　A4版　6頁　700部　　
4月11日（水） 平成 12年度事業及び会計監査
4月27日（金） SAITAログハウスでバーベキュー会（18名参加）
5月18日（金） 平成 13年度総会及び懇親会（於：松屋ガーデンパレス）
6月 「甘木朝倉　高齢者保険福祉サービス」発行　A4版　32頁　500部　

＊	高齢者保健福祉サービス窓口一覧、介護保険外のサービスを市町村毎に整理・集約した
もの

6月11日（日） 居宅介護支援部会　研修会
「居宅介護支援事業所と在宅介護支援センターとの関わり」
　木村みどり先生（朝倉保健所　保健婦）

6月19日（火） 暫定版ホームページ開設
7月 	1 日（日） 会報　第 3号発行　A4版　6頁　700部　
7月 「介護保険・在宅サービス利用者とそのご家族の意識調査」

　調査報告書　発行　A4版　19頁　1300 部　
7月26日（木） 第 1回スタッフセミナー（18時 30分～、めくばーる三輪健康福祉館／ 157名参加）

＊座長　福嶋正孝先生（居宅療養管理指導部会　部会長）
　①「皮膚感染症について」
　　　古林修一先生（古林皮膚科医院　院長）
　②「在宅酸素利用者のケアについて」
　　　井下康弘先生（テイジン在宅医療九州　久留米出張所　所長代理）
　③「なぜ在宅酸素療法なのか」
　　　鬼塚純子先生（甘木朝倉医師会訪問看護ステーション　管理者）

8月10日（金） 居宅介護支援部会　研修会
「ケアプランにともなうリスク回避　～公証人制度について～」
　徳弘至孝先生（日田公証役場　公証人）

	9 月20日（木） 通所リハビリ部会　管外事業所見学研修 (13 名参加 )
＊見学先：介護老人保健施設ニューライフ須恵、介護老人保健施設水光苑

	9 月22日（土） 設立 1周年記念事業開催　（14時 00分～、ピーポート甘木　中ホール／ 270名参加）
＊開催テーマ「みんなで支える認知症　～優しく介護して～」　　
＊第一部　講演「認知症とは？その症状と治療」
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　　　　　講師　田北昌史先生（今津赤十字病院　精神科部長）
　第二部　介護劇「認知症注意報」　介護老人福祉施設日迎の園　職員有志
　第三部　シンポジウム
　　　　　ゲスト：田北昌史先生（今津赤十字病院　精神科部長）
　　　　　　　　　樋口かをる先生（認知証の人と家族の会）
　　　　　座　長：火野坂徹先生（副会長）
　　　　　シンポジスト：安岡義之さん（まるごとケアプランサービス宝珠の郷）
　　　　　　　　　　　　熊谷真由美さん（デイケアセンタ－うらうめ）
　　　　　　　　　　　　熊谷擇子さん（杷木町社会福祉協議会）

10月 	1 日（月） 会報　第 4号発行　　A4版　6頁　700部　
ホームページリニューアル

10月23日（火） 第 2回スタッフセミナー（訪問系・通所系合同部会）
（18時 30分～、介護老人福祉施設いしずえ荘／ 125名参加）
「在宅での本人と介護者の状態にあった基本的な支援」
　原　幸一先生（介護老人保健施設アルファ俊聖　理学療法士）
＊グループ実技
　講師　理学療法士（手嶋先生、石井先生、梶原先生、真子先生）
　　　　作業療法士（古賀先生、長先生）

12月 月刊「厚生」12月号に蓮池年民会長が協議会について寄稿
「地域で利用しやすい福祉サービスの構築を目指して」～介護保険をともに考え実践する～

12月17日（月）「御用納めの会」三師会、行政、協議会合同（ざうお）

〔平成 14年〕
1月	 1 日（火） 会報　第 5号発行　A4版　8頁　700部
1月16日（水） 運営部と行政（甘木市、三輪町）との連絡会開催
2月 	8 日（金） 居宅介護支援部会　研修会（18時 30分～、市町村会館／ 63名参加）

「在宅歯科と口腔ケア（かかりつけ歯科医との連携）」
　臼杵辰雄先生（甘木朝倉歯科医師会　理事）

	2 月13日（水）「住まいづくり教室」開催（13時 30分～、ピーポート甘木　学習室／ 45名参加）
主催：（財）福岡県建築住宅センター
「高齢者介護に伴う住宅改修のポイント」
　沖田　清先生（ＡＤＬ地域建築デザイン研究所　所長）

	2 月18日（月） 第 3回スタッフセミナー（18時 30分～、めくばーる三輪健康福祉館／ 84名参加）
「インテーク技法について」
＊講義とロールプレイング及びグループワーク
　小原眞知子先生（久留米大学文学部社会福祉学科　講師）

	3 月 	9 日（土） 今村武人初代事務局長送別会（原鶴グランドスカイホテル）

(1) 各会議開催：以下の通り
　	①役員会（6回）、②拡大運営会議（12回）、③運営部会（11回）、④研修部会（6回）、⑤広報部会（5回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（4回）、②訪問介護部会（5回）、③訪問入浴介護部会（4回）、④訪問看護部会（5回）、
⑤訪問リハビリ部会（4回）、⑥通所介護部会（4回）、⑦通所リハビリ部会（2回）、⑧福祉用具部会（3回）、
⑨介護福祉施設部会（2回）、⑩介護保健施設部会（3回）、⑪介護療養施設部会（6回）

－平成 14 年（2002 年）度－
〔平成 14年〕
	4 月 	3 日（水） 会報　第 6号発行　A4版　8頁　700部
4月25日（木） 第 1回関係行政機関との連絡会議及び懇親会（16時 00分～、三福食堂）
5月17日（金） 平成 14年度総会及び懇親会（松屋ガーデンパレス）
7月 	5 日（金） 会報　第 7号発行　A4版　8頁　700部
7月11日（木） 第 1回スタッフセミナー（18時 30分～、介護老人福祉施設いしずえ荘／ 177名参加）

「レクリエーション研修」
　宮崎　典子先生（日本レクリエーション協会公認指導講師）
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10月 	5 日（土） 会報　第 8号発行　A4版　8頁　700部
10月12日（土） 設立 2周年記念事業開催（参加者数 280名）　

（14時 00分～、めくばーる三輪　町民ホール／ 280名参加）
＊開催テーマ「生涯現役　～老いてもなお～」　　
＊第一部　訪問系介護サービスの紹介
　第二部　アトラクション
　　　　　　合唱　合唱団「夢気球みわ」
　　　　　　リハビリ体操　介護老人福祉施設　日迎の園　職員有志
　第三部　講演「人生に最終回はない」
　　　　　講師　稲尾和久氏（プロ野球解説者、元西鉄ライオンズ投手）
　＊フロアイベント　甘木・朝倉地区の高齢者・障害者作品展
　　　　　　　　　　　「わたしたちの生きがい作品展」
　　　　　　　　　　福祉用具の展示、電動カートの試乗会

10月15日（火） 施設系合同部会及び懇親会（花かがり）
11月13日（水） 第 2回スタッフセミナー（18時 30分～、甘木市役所別館 2階会議室／ 117名参加）

「リスクマネジメント」
　栗坪　和徳先生（あいおい損害保険株式会社）

12月 	6 日（金） ケマネージャー研修会（18時 30分～、市町村会館／ 43名参加）
「医療保険と介護保険の比較」（平成 14年 10月改定について）
　火野坂　徹先生（副会長）

〔平成 15年〕
1月 	6 日（月） 会報　第 9号発行　A4版　8頁　700部
1月 20日（月） 介護老人福祉施設部会　研修会

（介護老人福祉施設日迎の園　リバーハウス／ 24名参加）
「規制緩和と今後の施設経営　様々な事業主体についての理解を深める」
　稲葉武彦先生（稲葉公認会計士事務所　所長）

1月 29日（水） 訪問介護・訪問入浴介護部会　合同研修会（太刀洗病院／ 42名参加）
「移乗介助と腰痛予防」
　小渕義知先生（太刀洗病院）

3月 11日（火） 第 3回スタッフセミナー（18時 30分～、とらいあんぐる三輪／ 118名参加）
「在宅での薬の管理と薬剤師」
　安藤　寛治　先生（福岡県薬剤師会　常務理事、済生会大牟田病院薬局長）

3月 28日（金） 介護保険制度に関わる主治医と関係職種との合同研修会
（18時 30分～、ホテルセンチュリーヒルズ）
＊甘木朝倉医師会との共催事業
＊介護劇「介護申請から認定結果が出るまで」　模擬認定審査会実施
＊質疑応答及び懇親会

(1) 各会議開催：以下の通り
　	①役員会（3回）、②拡大運営会議（10回）、③運営部会（8回）、④研修部会（3回）、⑤広報部会（8回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（4回）、②訪問介護部会（4回）、③訪問入浴介護部会（4回）、④訪問看護部会（5回）、
⑤訪問リハビリ部会（4回）、⑥通所介護部会（4回）、⑦通所リハビリ部会（3回）、⑧介護福祉施設部会（4
回）、⑩介護保健施設部会（2回）、⑪介護療養施設部会（9回）

－平成 15 年（2003 年）度－
〔平成 15年〕
5月16日（金） 平成 15年度総会及び懇親会（松屋ガーデンパレス）
7月 1日（火） 会報　第 10号発行　A4版　10頁　700部

ホームページリニューアル（専用サーバー、外部委託開始）
7月18日（木） 第 1回スタッフセミナー（18時 30分～、甘木市役所　別館 2階／ 150名参加）

「感染予防対策について」
　本田順一先生（久留米大学病院　第一内科）
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7月28日（月） 居宅介護支援部会　研修会（18時 30分～、甘木朝倉市町村会館）
「訪問看護と訪問リハビリの役割について
　鬼塚純子先生（甘木朝倉医師会訪問看護ステーション）
　古賀大亮先生（甘木中央病院訪問リハビリ）

8月 「甘木・朝倉高齢者保健福祉サービス」改定版発行　A4版　36頁　500部
8月	 9 日（土） 訪問介護部会　研修会（甘木保健福祉センター／ 20名参加）

「スピードクッキング　電子レンジメニュー」
　船越知美先生

10月 	1 日（水） 会報　第 11号発行　A4版　8頁　700部
11月 	1 日（土） 設立 3周年記念事業「介護フェスタ’03	in	夜須」

（14時 30分～、コスモスプラザ　ふれあいホール／ 300名参加）
＊開催テーマ：「この手に愛をこめて」
＊第一部　楽しかステージ　
　　　　　　ヒップホップダンス　　AMI･ODエクササイズ
　　　　　　踊り　　養護老人ホーム朝倉苑踊りクラブ
　　　　　　詩の朗読　　虹の会　
　第二部　「癒しのコンサート　～愛の詩をうたいたい～」
　　　　　　Toshi さん（元X-Japan　ボーカリスト）
＊フロアイベント　介護食試食コーナー・福祉用具の展示、高齢者作品展

11月26日（水） 第 2回スタッフセミナー（18時 30分～、とらいあんぐる三輪　２階ホール／ 150名参加）
「リスクマネジメントへの取り組みとその対策」
　原田英夫先生（株式会社アステム　CS開発部コンサルティング室主任）

12月13日（土） 訪問介護部会　研修会（甘木保健福祉センター／ 18名参加）
「スピードクッキング　お正月料理」
　船越知美先生

〔平成 16年〕
1月 	1 日（木） 会報　第 12号発行　A4版　8頁　700部
1月26日（月） 居宅介護支援部会　研修会（18時 30分～、市町村会館）

「自己を知るストレス解消法」
　内田絵利子先生（朝倉記念病院　心理療法士）

1月29日（木） 訪問介護部会　研修会（18時 30分～、太刀洗病院　別館１階運動療法室）
「移乗介助と腰痛予防について」　
　小渕義知先生（太刀洗病院　理学療法士）

2月20日（金） 第 3回スタッフセミナー　〔2月 27日（金）と 2分割開催〕
（18時 30分～、朝倉町公民館　2階会議室／ 105名、79名）
「コミュニケーション技法について」
　小島隆幸先生（高齢者総合ケアセンターたいめい苑　施設長補佐）

(1) 各会議開催：以下の通り
　①役員会（3回）、②拡大運営会議（13回）、③運営部会（6回）、④研修部会（4回）、⑤広報部会（5回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（4回）、②訪問介護部会（5回）、③訪問看護部会（5回）、④訪問リハビリ部会（4回）、
⑤通所介護部会（4回）、⑥通所リハビリ部会（3回）、⑦福祉用具部会（3回）、⑧グループホーム部会（5回）、
⑨介護福祉施設部会（3回）、⑩介護保健施設部会（7回）、⑪介護療養施設部会（11回）

－平成 16 年（2004 年）度－
〔平成 16年〕
	4 月 	1 日（木） 会報　第 13号発行　A4版　6頁　700部
5月14日（金） 平成 16年度総会及び懇親会（松屋ガーデンパレス）
5月20日（木） 拡大会議終了後バーベキュー大会（リバーハウス日迎）
7月	 1 日（木） 会報　第 14号発行　A4版　6頁　700部
7月10日（土） 訪問介護・訪問入浴介護・グルーホーム部会合同研修会

（18時 30分～、甘木保健福祉センター）
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「スピードクッキング」、「夏場の保存方法、細菌性食中毒の予防」
　船越知美先生

8月27日（金） 第 1回スタッフセミナー（介護支援専門員現任研修を兼ねる）
（18時 30分～、甘木市役所　別館 2階／ 149名参加）
「高齢者の排便障害について」
　高野正博先生（特定医療法人高野会　理事長）

10月 	1 日（金） 会報　第 15号発行　A4版　6頁　700部
10月21日（木） 福祉用具部会主催研修会（13時 30分～、三輪町働く婦人の家ホール／ 75名参加）

＊第一部「北欧に学ぶノーマライゼーションと福祉用具」
　　　　　	齋場　三十四先生（佐賀大学医学部　教授）
　第二部　メーカー及び事業者によるフィッティング研修

10月22日（金） 訪問介護・訪問入浴介護・グルーホーム部会合同研修会
（18時 00分～、太刀洗病院　運動療法室）
「移動及び移乗介助の実際」
　楠田智仙先生（太刀洗病院　理学療法士）

11月26日（金） 第 2回スタッフセミナー（介護支援専門員現任研修を兼ねる）
（18時 30分～、ピーポート甘木中ホール／ 297名参加）
「介護保険法改正で身近に起こること？」
　松尾宗敏先生（特別養護老人ホーム　八女の里　副施設長）

〔平成 17年〕
1月	 1 日（土） 会報　第 16号発行　A4版　6頁　700部
1月14日（金） 通所介護・通所リハビリ部会　合同研修会（介護老人保健施設アスピア　１階ホール）

「介護保険制度改正に伴う通所介護（リハビリ）のあり方」
　蓮池年民先生（介護老人福祉施設日迎の園　施設長）

1月22日（土） 設立 4周年記念事業「介護フェスタ’05	in あさくら」
（フロアイベント 13時 30分～、メインイベント 18時 00分～、朝倉町民センター）
＊開催テーマ：「今　こころゆたかに幸せな時を」
＊第一部　訪問系事業所紹介
　　　　　ハンドベル演奏　　大福小学校　学童クラブなかよし
　　　　　踊り　ひょっこりひょうたん島　　宝珠の郷職員有志
　　　　　朗読「堀川物語」と手話合唱　　朝倉町婦人会
　　　　　介護劇「元吉さんがぼけちゃった」　　いしずえ荘職員有志
　第二部　九州交響楽団メンバーによる弦楽四重奏
＊フロアイベント　介護食実演、福祉用具展示、高齢者作品展、介護相談ｺｰﾅｰ
　　　　　　　　　パラリンピックアテネ　パネル写真展

2月10日（木） 福祉施設部会・老健部会合同研修会
（18時 30分～、朝老園　地域交流ホーム／ 199名参加）
「スタッフの接遇マナー」
～スタッフと利用者の相互理解を深めるコニュニケーション～
　吉本精樹先生（西日本話し方教室＆会議の王様　代表）

2月21日（月） 第 3回スタッフセミナー（介護支援専門員現任研修を兼ねる）
（18時 30分～、甘木市役所別館 2階／ 124名参加）
「高齢者の財産管理について」
　徳広至孝先生（日田公証役場）

(1) 各会議開催：以下の通り
　①役員会（2回）、②拡大運営会議（12回）、③研修部会（5回）、④広報部会（4回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（4回）、②訪問介護・訪問入浴介護部会（4回）、③訪問看護部会（5回）、④訪問リハ
ビリ部会（4回）、⑤通所介護部会（4回）、⑥通所リハビリ部会（3回）、⑦福祉用具部会（4回）、⑧グルー
プホーム部会（4回）、⑨介護福祉施設部会（7回）、⑩介護保健施設部会（4回）、⑪介護療養施設部会（4回）
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－平成 17 年（2005 年）度－
〔平成 17年〕
	5 月20日（金） 平成 17年度総会及び懇親会（松屋ガーデンパレス）
8月23日（火） 第 1回スタッフセミナー（介護支援専門員現任研修を兼ねる）

（ピーポート甘木　中ホール／ 233名参加）
「個人情報保護法施行で介護事業者が緊急に対応すべきこと」
　森口修逸先生（株式会社エム・ピー・オー　代表取締役）

9月28日（水） 第 2回スタッフセミナー（介護支援専門員現任研修を兼ねる）
（ピーポート甘木　中ホール／ 188名参加）
「制度改正の概要・事業者指導状況について」
　田中和男先生（福岡県介護保険広域連合　本部事業課長）

11月 	1 日（火） 会報　第 17号発行　A4版　6頁　700部
11月 	2 日（水） グループホーム部会　研修会

「リスクマネジメント」
　坂本先生（あいおい損害保険）

11月14日（月） 居宅介護支援部会研修会（市町村会館　2階大会議室）
「認知症予防とこれからの地域支援体制作り」
　中島洋子先生（久留米大学医学部看護学科　助教授）

11月26日（土） 設立 5周年記念事業「介護フェスタ’05	in 杷木町・東峰村」
（13時 30分～、杷木町社会教育総合センター「楽邑館」）
＊開催テーマ　「住み慣れた地域で人生を楽しもう」
＊第一部　訪問系サービス紹介
　　　　　　地域ボランティア団体による演目
　　　　　　杷木中学校吹奏楽部
　　　　　　杷木町文化協会　フォークダンス部
　　　　　　日迎太鼓
　　　　　　介護劇「介護保険大改革」　介護老人福祉施設清和園、宝珠の郷
　第二部　記念講演会「野球人生を語る。“いま、むかし”」
　　　　　講師　岸川勝也氏（巨人軍１軍打撃コーチ）
＊フロアイベント　介護食実演、福祉用具の展示

12月22日（木） 通所介護・通所リハビリ部会　合同研修会
「通所でのリハビリテーション（移乗の方法、歩行の援助等）」
　福田輝和先生（理学療法士）

〔平成 18年〕
	2 月20日（月） 第 3回スタッフセミナー（介護支援専門員現任研修を兼ねる）

（18時 30分～、ピーポート甘木　中ホール／ 303名参加）
「認知症と介護について」
　林　道彦先生（朝倉記念病院　院長）

2月25日（土） 甘木朝倉医師会主治医意見書研修会・居宅介護支援部会　合同研修会及び懇親会
（松屋ガーデンパレス）
①「介護保険制度改革について」　～予防重視型システムへの転換～
　　	手島　等先生（甘木市高齢者対策課　課長）
②「新たなサービスの創設（地域密着型サービス）」
　　	蓮池年民先生（介護老人福祉施設日迎の園　施設長）

(1) 各会議開催：以下の通り
　①役員会（2回）、②拡大運営会議（12回）、③運営部会（1回）、④研修部会（4回）、④広報部会（2回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（4回）、②訪問介護・訪問入浴介護部会（4回）、③訪問看護部会（2回）、④訪問リハ
ビリ部会（4回）、⑤通所介護部会（4回）、⑥通所リハビリ部会（4回）、⑦福祉用具部会（4回）、⑧グルー
プホーム部会（4回）、⑨介護福祉施設部会（3回）、⑩介護保健施設部会（5回）、⑪介護療養施設部会（3回）
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－平成 18 年（2006 年）度－
〔平成 18年〕
	5 月 	1 日（月） 会報　第 18号発行　A4版　6頁　700部
5月19日（金） 平成 18年度総会及び懇親会（松屋ガーデンパレス）

＊名称を朝倉介護保険事業者協議会へ変更
＊介護保健施設部会と介護療養施設部会を統合し、介護老健療養施設部会へ

7月28日（金） グループホーム部会　研修会
「足操術」
　古村先生（介護老人福祉施設いしずえ荘　看護師）

8月28日（月） 第 1回スタッフセミナー（19時 00分～、朝倉市役所　別館 2階／ 256名参加）
「口腔ケアと健康」
　今井富実生先生（今井歯科医院　院長）

11月18日（土） 第 2回スタッフセミナー（14時 00分～、ピーポート甘木　中ホール／ 128名参加）
「高齢者悪徳商法被害防止出前講座」
　堀内みど理先生（消費生活専門相談員）

11月27日（月） グループホーム部会　研修会
「リスクマネジメント」
　栗坪　和徳　先生（あいおい損害保険株式会社）

12月20日（水） 通所介護部会　研修会
「認知症の介護について」
　高田先生（上野公園病院）

〔平成 19年〕
	1 月27日（土） 設立 6周年記念事業（朝倉市誕生記念公開事業）

「介護フェスタ in 朝倉」
（14時 30分～、ピーポート甘木　大ホール）
＊開催テーマ　「大家族　～支え愛、見守り愛、励まし愛～」
　記念講演会講師　西川ヘレンさん（西川きよし婦人）
＊フロアイベント　健康・介護相談、福祉用具展示、血圧測定、マッサージ

2月21日（水） 第 3回スタッフセミナー
（18時 30分～、ピーポート甘木　中ホール／ 206名参加）
①「生活習慣病予防について」～ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの考え方～
　　	坂本龍彦先生（朝倉保健福祉環境事務所　医師）
②「健康づくりは食事から」～食事バランスガイドを使ってみよう～
　　	井上由美子先生（朝倉保健福祉環境事務所　管理栄養士）外部委託から

3月 ホームページリニューアル（広報部による作成へと変更）
3月13日（火） 居宅介護支援部会　研修会

「利用者家族の介護負担とメンタルサポート」
　判田正典先生（太刀洗病院内科）

3月31日（土） 会報　第 19号発行　A4版　6頁　700部

(1) 各会議開催：以下の通り
　①役員会（9回）、②拡大運営会議（12回）、③運営部会（3回）、④研修部会（6回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（3回）、②訪問介護・訪問入浴介護部会（3回）、③訪問看護部会（5回）、④訪問リハ
ビリ部会（8回）、⑤通所介護部会（4回）、⑥通所リハビリ部会（5回）、⑦福祉用具部会（4回）、⑧グルー
プホーム部会（4回）、⑨介護福祉施設部会（6回）、⑩介護老健療養施設部会（4回）



50　10年の軌跡

－平成 19 年 (2007 年 ) 度－
〔平成 19年〕
	4 月27日（金） 平成 19年度総会及び懇親会（松屋ガーデンパレス）
5月23日（水） 第 1回スタッフセミナー（朝倉市役所　別館 2階／ 136名参加）

「北九州市における高齢者虐待防止システムと事例の対応について」
　緒方有為子先生（前北九州市戸畑区統括支援ｾﾝﾀｰ　主任ケアマネージャー）

5月31日（木） 会報　第 20号発行　A4版　6頁　700部
6月21日（木） 行政との連絡会議（市町村会館）
7月25日（水） 第 2回スタッフセミナー（ピーポート甘木　中ホール／ 283名参加）

「認知症老人の介護と家族に対するケア」
　高田靖子先生（上野公園病院　病棟師長）

7月28日（土） グループホーム部会　研修会（太刀洗病院　リハビリセンター）
「移乗介助の実際について」
　楠田智仙先生（太刀洗病院　理学療法士）

9月20日（木） 会報　第 21号発行　A4版　6頁　700部
9月25日（火） 第 3回スタッフセミナー

（18時 30分～、らくゆう館　レクチャーホール／ 218名参加）
「褥瘡の基礎知識、発生の原因と治療法」
　堀田由浩先生（ＹＨＳクリニック　院長）

10月 	7 日（日） グループホーム部会　研修会（市町村会館）
「認知症高齢者のターミナルケア　グループホームでの看取り」
　火野坂　徹先生（火野坂医院　院長）

11月	 9 日（金） 第 4回スタッフセミナー（ピーポート甘木　中ホール／ 261名参加）
①「注意すべき感染症とその対策」
　　	坂本龍彦先生（朝倉保健福祉環境事務所企画指導係　技術主査・医師）
②「健康づくりは健診から」～みんなで生活習慣病を予防しよう！～
　	　加藤由美子先生（朝倉保健福祉環境事務所健康対策課）

11月30日（金） 会報　第 22号発行　A4版　6頁　700部
12月13日（木） 通所リハビリ部会　施設見学　＊ 12月 14日（金）にも実施

見学先：医療法人聖峰会　ひまわりの郷　吉井（小規模多機能居宅介護）
12月20日（木） 行政との連絡会議（市町村会館）

〔平成 20年〕
1月19日（土） 第 5回スタッフセミナー（らくゆう館　レクチャーホール／ 221名参加）

「ＯＨスケールによる褥瘡予防対策」
　堀田由浩先生（ＹＨＳクリニック　院長）

1月24日（木） 通所介護・通所リハビリ部会　合同研修会（太刀洗病院　訓練室／ 50名参加）
「運動機能リハビリについて」
　楠田智仙先生（太刀洗病院　理学療法士）

2月 「介護サービス事業所マップ」発行
2月15日（金） 地域介護普及事業（らくゆう館）
2月22日（金） 　　　　〃　　　	（筑前町コスモスプラザ）
2月29日（金） 　　　　〃　　　	（ピーポート甘木）

＊地域介護普及事業のテーマ　「あなたの近くの介護サービス」
＊内容：協議会部会スライド紹介。行政説明「介護利用の流れ・福祉サービス」、
　　　　記念講演「任意後見制度」（講師　飼手義彦先生　博多公証役場　公証人）、
　　　　部会紹介パネル展示

3月31日（月） 会報　第 23号発行　A4版　6頁　1000 部

(1) 各会議開催：以下の通り
　①役員会（12回）、②拡大運営会議（12回）、③研修部会（12回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（2回）、②訪問介護・訪問入浴介護部会（3回）、③訪問看護部会（4回）、④訪問リハ
ビリ部会（4回）、⑤通所介護部会（4回）、⑥通所リハビリ部会（5回）、⑦福祉用具部会（4回）、⑧グルー
プホーム部会（4回）、⑨介護福祉施設部会（5回）、⑩介護老健療養施設部会（4回）
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－平成 20 年（2008 年）度－
〔平成 20年〕
	4 月14日（月） 居宅介護支援部会・訪問看護部会　合同研修会

「ケアマネが知っておきたい医療制度」
　加藤室長、矢野主任（甘木中央病院　医療連携室）

4月26日（土） 平成 20年度総会及び懇親会（フォーシーズン）
5月17日（土） 第 1回スタッフセミナー

（18時 30分～、ピーポート甘木　中ホール／ 440名参加）
「認知症の症状と対応　～私の声なき声にあなたの「心」を傾けてみてください～」
　菊池雅洋先生（特別養護老人ホーム緑風園　理事・施設長）

6月18日（水） 行政との連絡会議（市町村会館）
6月28日（土） 会報　第 24号発行　A4版　6頁　700部
7月11日（金） グループホーム部会		研修会

（18時 30分から、市町村会館／ 17名参加）
「薬の基礎知識」
　橋本良二先生（サンアイ調剤薬局）

7月18日（金） 第 2回スタッフセミナー（18時 30分～、筑前町コスモスプラザ／ 277名参加）
「高齢者の権利擁護の法律と現実」
　林　謙一先生（リーガルサポート福岡支部社員　司法書士）

8月19日（火） 居宅介護支援部会　研修会
「利用者家族の介護負担とメンタルサポート」
　判田正典先生（太刀洗病院心療内科）

9月19日（金） 第 3回スタッフセミナー（18時 30分～、旧朝倉町　地域生涯学習センター／ 333名参加）
「高齢者に多い皮膚疾患の治療とスキンケア」
　安元慎一郎先生（久留米大学医学部　皮膚科教室　准教授）

9月26日（金） 通所介護・通所リハビリ　合同研修会（18時 30分～、甘木中央病院／ 67名参加）
「転倒予防」（実技も含む）
　池田早苗先生（甘木中央病院　理学療法士）　

9月30日（火） 会報　第 25号発行　A4版　6頁　700部
10月31日（金） グループホーム部会　研修会（18時 30分～、市町村会館／ 18名参加）

「リスクマネジメント」
　栗坪　和徳　先生（あいおい損害保険株式会社）

11月21日（金） 第 4回スタッフセミナー（18時 30分～、旧杷木町　楽邑館／ 236名参加）
①「冬場に注意すべき感染症」
②「感染性汚物処理の注意点」
　　	坂本龍彦先生（朝倉保健福祉環境事務所企画指導係　技術主査・医師）

12月17日（水） 行政との連絡会議（市町村会館）
12月26日（金） 会報　第 26号発行　A4版　6頁　700部

〔平成 21年〕
2月20日（金） 第 5回スタッフセミナー（筑前町コスモスプラザ／ 306名参加）

「高齢者の日常生活や活動に支障を来す整形疾患と予防」
　小山耕一先生（しのくま整形外科クリニック）

3月17日（火） 筑紫地区介護保険事業者連絡協議会との意見交換会
3月28日（土） 会報　第 27号発行　A4版　6頁　700部

(1) 各会議開催：以下の通り
　①役員会（12回）、②拡大運営会議（12回）、③運営部会（1回）、④研修部会（12回）、⑤広報部会（4回）
(2) 各専門部会開催：以下の通り
	　	①居宅介護支援部会（4回）、②訪問介護・訪問入浴介護部会（3回）、③訪問看護部会（4回）、④訪問リハ
ビリ部会（7回）、⑤通所介護部会（3回）、⑥通所リハビリ部会（5回）、⑦福祉用具部会（4回）、⑧グルー
プホーム部会（4回）、⑨介護福祉施設部会（5回）、⑩介護老健療養施設部会（2回）



52　10年の軌跡

－平成 21 年（2009 年）度－
〔平成 21年〕
	4 月15日（水） 監事会
4月25日（土） 平成 21年度総会及び懇親会（松屋ガーデンパレス）
5月15日（金） 第 1回スタッフセミナー（旧朝倉町地域生涯学習センター／ 336名参加）

「日常生活の中での看取りを考える　～看取る側の心構え～」
　小野幸代先生（福岡県看護協会　訪問看護ステーション「くるめ」）

6月	 1 日（月） 会報　第 28号発行　A4版　6頁　700部
6月	 7 日（日） 第 1回褥瘡予防勉強会〔福祉用具部会　主管〕（ピーポート甘木　会議室／ 65名参加）

「褥瘡の基礎知識の習得」
　堀田由浩先生（堀田予防医学統合医療研究所　所長）

6月17日（水） 行政との意見交換会（於：市町村会館）
6月24日（水） 久留米市介護福祉サービス事業者協議会との意見交換会

（19時 00分～、久留米市　つつじ庵）
7月17日（金） 第 2回スタッフセミナー（ピーポート甘木　中ホール／ 388名参加）

「脳と記憶と認知症のお話」
　涌谷陽介先生（東原整形外科病院　神経内科　医師）

7月29日（水） グルーホーム部会　研修会
「意思疎通の人とも楽しめるレクリエーション」
　川口龍哉先生（株式会社　地域介護支援研究所　予防グループ）

8月 	8 日（土） 管内初のキャラバンメイト養成研修会〔主催　朝倉市〕（9時 30分～、ピーポート甘木）
＊講師　涌谷陽介先生（東原整形外科病院　神経内科　医師）
＊協議会会員の中から、63名のメイトが誕生

8月23日（日） 第 2回褥瘡予防勉強会〔福祉用具部会　主管〕
（10時 00分～、朝倉生涯学習センター／ 60名参加）
「褥瘡の予防対策（移乗、移動、治療等）」
　堀田由浩先生（堀田予防医学統合医療研究所　所長）

8月26日（水） 通所介護・通所リハビリ　合同研修会（18時 30分～、市町村会館／ 44名参加）
「集団活動（レクリエーション）の見方」
　手島智康先生（有限会社ケアンドリハ　代表取締役）

	9 月11日（金） 第 1回キャラバン・メイト運営会議（市町村会館）
9月16日（水） 会報　第 29号発行　A4版　6頁　700部
9月18日（金） 第 3回スタッフセミナー（旧杷木町　楽邑館／ 279名参加）

「新型インフルエンザについて」
　坂本龍彦先生（朝倉保健福祉環境事務所企画指導係　技術主査・医師）

10月 	9 日（金） 第 2回キャラバン・メイト運営会議（市町村会館）
11月13日（金） 第 3回キャラバン・メイト運営会議（市町村会館）
11月15日（日） 第 3回褥瘡予防勉強会〔福祉用具部会　主管〕

（10時 00分～、朝倉生涯学習センター／ 59名参加）
「褥瘡全般について」
　堀田由浩先生（堀田予防医学統合医療研究所　所長）

11月20日（金） 第 4回スタッフセミナー（ピーポート甘木　中ホール／ 420名参加）
①「介護現場のリスクマネジメント　～事故から学んだこと～」
　　	尾花拓也先生（介護老人福祉施設宝珠の郷　事業部長）
②「福岡県下における事故概要」
　	　永田勉先生（福岡県介護保険課　参事）
③「法人・事業所における事故責任と対策」
　　	久野信豪先生（福岡県高齢者支援課　課長補佐兼監査指導係長）

11月27日（金） 通所介護・通所リハビリ・グルーホーム部会　合同研修会
（18時 30分～、市町村会館／ 82名参加）
「明日から実践できるレクリエーション」～男性利用者を惹きつけるためには～
　松本千英先生（大川レクリエーション協会副会長　SPD ﾀﾞﾝｽ療法士）	

12月11日（金） 第 4回キャラバン・メイト運営会議（於：市町村会館）
12月16日（水） 行政との連絡会議（於：市町村会館）
12月26日（土） 会報　第 30号発行　A4版　6頁　700部



　10年の軌跡　53

〔平成 22年〕
1月22日（金） 第 5回キャラバン・メイト運営会議（於：市町村会館）
1月27日（水） 公開セミナー（居宅介護支援部会、介護老人福祉施設部会、

介護老健療養施設部会　３部会合同主管）
（19時 00分～、ピーポート甘木　中ホール／ 322名参加）
「介護現場におけるコミュニケーションを考える」
　林田スマ先生（大野城まどかぴあ　館長）

2月24日（水） 褥瘡予防勉強会フォローアップ研修（18時 30分～、朝倉生涯学習センター／ 59名参加）	
＊ＯＨスケール復習、移乗実習、褥瘡予防マットレスについて

3月11日（木） 第 5回スタッフセミナー（ピーポート甘木　中ホール／ 294名参加）
「高齢者の口腔ケア」
　今井富実生先生（朝倉歯科医師会　理事）

3月19日（金） 第 5回キャラバン・メイト運営会議（於：市町村会館）
3月31日（水） 会報　第 31号発行　A4版　6頁　700部

(1) 各会議開催：以下の通り
　	①役員会（11回）、②拡大運営会議（12回）、③研修部会（12回）、④広報部会（4回）⑤キャラバン・メ
イト運営会議
(2) 各専門部会開催：以下の通り
　	①居宅介護支援部会（4回）、②訪問介護・訪問入浴介護部会（3回）、③訪問看護部会（4回）、④訪問リハ
ビリ部会（7回）、⑤通所介護部会（4回）、⑥通所リハビリ部会（5回）、⑦福祉用具部会（4回）、⑧グルー
プホーム部会（4回）、⑨介護福祉施設部会（4回）、⑩介護老健療養施設部会（4回）



54　組織体制

平成13（2001年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 蓮 池　 年 民 介護老人福祉施設　日迎の園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 手 嶋　 三 樹 甘木市社会福祉協議会
事務局長 今 村　 武 人 介護老人福祉施設　朝老園
運営部長 川 波　 浩 司 太刀洗病院
研修部長 橋 本　 恵 美 甘木朝倉医師会ヘルパーステーション
広報部長 野 田　 雅 春 介護老人保健施設　城山荘
監事 茂 幾　 俊 武 太刀洗病院
監事 才 田　 正 晴 甘木市　市民課

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 24 鶴我　ケイ子 介護老人福祉施設　いしずえ荘
訪問介護部会 14 渡 部　 照 代 三輪町社会福祉協議会　訪問入浴介護事業所
訪問入浴介護部会 2 芳 野　 和 子 きらく荘訪問入浴サービス
訪問看護部会 4 鬼 塚　 純 子 甘木朝倉医師会　訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 3 野 口　 秀 康 甘木朝倉医師会病院
通所介護部会 10 森 山　 茂 生 まるごとデイサービス日迎の園
通所リハビリ部会 8 江 藤　 清 子 介護老人保健施設　アルファ俊聖
福祉用具部会 11 副 島　 昌 利 タイヘイＭ＆Ｃ　久留米営業所
居宅療養管理指導部会 35 福 嶋　 正 孝 福嶋医院
介護福祉施設部会 8 釜 堀 　 始 介護老人福祉施設　朝倉苑
介護保健施設部会 6 熊谷　真由美 介護老人保健施設　デイケアセンターうらうめ
介護療養施設部会 5 川 波　 浩 司 太刀洗病院

会員合計 130

組織体制

平成12（2000年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 蓮 池　 年 民 介護老人福祉施設　日迎の園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 手 嶋　 三 樹 甘木市社会福祉協議会
事務局長 今 村　 武 人 介護老人福祉施設　朝老園
運営部長 今 村　 武 人 介護老人福祉施設　朝老園
研修部長 小 暮　 悦 子 ヘルパーステーション安樹
広報部長 野 田　 雅 春 介護老人保健施設　城山荘
監事 茂 幾　 俊 武 太刀洗病院
監事 才 田　 正 晴 甘木市　高齢者対策課

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 25 鶴我　ケイ子 介護老人福祉施設　いしずえ荘
訪問介護部会 14 小 暮　 悦 子 ヘルパーステーション安樹
訪問入浴介護部会 4 橋 本　 恵 美 コムスン・甘木朝倉ケアセンター
訪問看護部会 3 鬼 塚　 純 子 甘木朝倉医師会　訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 2 野 口　 秀 康 甘木朝倉医師会病院
通所介護部会 9 黒 田　 博 喜 朝老園デイサービス
通所リハビリ部会 9 江 藤　 清 子 介護老人保健施設　アルファ俊聖
福祉用具部会 14 副 島　 昌 利 タイヘイＭ＆Ｃ　久留米営業所
居宅療養管理指導部会 35 福 嶋　 正 孝 福嶋医院
介護福祉施設部会 8 釜 堀 　 始 介護老人福祉施設　朝倉苑
介護保健施設部会 6 野 田　 雅 春 介護老人保健施設　城山荘
介護療養施設部会 5 川 波　 浩 司 太刀洗病院

会員合計 134
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平成15（2003年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 蓮 池　 年 民 介護老人福祉施設　日迎の園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 平 田　 克 實 夜須町社会福祉協議会
事務局長 釜 堀 　 始 介護老人福祉施設　朝倉苑
運営部長 川 波　 浩 司 太刀洗病院
研修部長 柿 本　 恵 美 医師会ケアプランサービスあまぎ
広報部長 野 田　 雅 春 介護老人保健施設　城山荘
事務局スタッフ 出 水　 清 治 介護老人福祉施設　日迎の園
事務局スタッフ 森 山　 茂 生 まるごとデイサービス　ローズ倶楽部
監事 手 島 　 等 甘木市　高齢者対策課
監事 永 野　 校 通 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数
専
　
　
　
門
　
　
　
部
　
　
　
会
　
　
　
長

居宅介護支援部会 23 組 坂　 敏 和 朝倉苑居宅介護支援事業所
訪問介護部会
訪問入浴介護部会

12
岡部　由美子 夜須町社会福祉協議会

夜須町指定居宅介護支援事業所2
訪問看護部会 3 空 閑　 優 子 甘木中央病院
訪問リハビリ部会 4 野 口　 秀 康 甘木朝倉医師会病院
通所介護部会 12 阿 波　 範 良 デイサービスセンター清和園
通所リハビリ部会 7 森　　 昌 広 介護老人保健施設　サンビレッヂ朝日ヶ丘
福祉用具部会 13 本 村　 圭 輔 タイヘイＭ＆Ｃ　久留米営業所
居宅療養管理指導部会 35 冨 田　 泰 生 冨田内科医院
グループホーム部会 7 四ヶ所恵美子 グループホーム　ゆうゆう
介護福祉施設部会 8 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
介護保健施設部会 6 熊谷　真由美 介護老人保健施設 デイケアーセンターうらうめ
介護療養施設部会 4 宮 崎　 朝 子 甘木中央病院

会員合計 136

平成14（2002年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 蓮 池　 年 民 介護老人福祉施設　日迎の園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 平 田　 克 實 夜須町社会福祉協議会
事務局長 釜 堀 　 始 介護老人福祉施設　朝倉苑
運営部長 川 波　 浩 司 太刀洗病院
研修部長 橋 本　 恵 美 医師会ケアプランサービスあまぎ
広報部長 野 田　 雅 春 介護老人保健施設　城山荘
監事 櫛 橋　 誠 一 甘木市　高齢者対策課
監事 永 野　 校 通 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 24 河 原　 智 子 まるごとケアプランサービス　宝珠の郷
訪問介護部会 12 鶴我　ケイ子 まるごとヘルパーステーション甘木・朝倉
訪問入浴介護部会 3 芳 野　 和 子 きらく荘訪問入浴サービス
訪問看護部会 4 鬼 塚　 純 子 甘木朝倉医師会　訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 4 野 口　 秀 康 甘木朝倉医師会病院
通所介護部会 10 出 水　 清 治 まるごとデイサービス日迎の園
通所リハビリ部会 8 森　　 昌 広 介護老人保健施設　サンビレッヂ朝日ヶ丘
福祉用具部会 13 副 島　 昌 利 タイヘイＭ＆Ｃ　久留米営業所
居宅療養管理指導部会 34 冨 田　 泰 生 冨田内科医院
介護福祉施設部会 8 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
介護保健施設部会 6 熊谷　真由美 介護老人保健施設 デイケアーセンターうらうめ
介護療養施設部会 5 山 岸　 久 子 太刀洗病院

会員合計 131

合
同
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平成16（2004年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 蓮 池　 年 民 介護老人福祉施設　日迎の園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 平 田　 克 實 夜須町社会福祉協議会
事務局長 釜 堀 　 始 介護老人福祉施設　朝倉苑
運営部長 川 波　 浩 司 太刀洗病院
研修部長 出 水　 清 治 まるごとデイサービス　ローズ倶楽部
広報部長 野 口　 秀 康 甘木朝倉医師会ヘルパーステーション
事務局スタッフ 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
事務局スタッフ 森 山　 茂 生 まるごとデイサービス　ローズ倶楽部
監事 手 島 　 等 甘木市　高齢者対策課
監事 太 田　 善 文 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 25 堀 内　 淳 介 香月病院ケアプランサービス
訪問介護部会
訪問入浴介護部会

13
熊本　恵美子 JA 筑前あさくら元気プラザ

2
訪問看護部会 3 空 閑　 優 子 甘木中央病院
訪問リハビリ部会 4 古 賀　 大 亮 甘木中央病院
通所介護部会 15 田 中　 晋 作 デイサービスセンターのんびり村
通所リハビリ部会 7 近 藤　 洋 子 介護老人保健施設　アスピア
福祉用具部会 13 川 上　 徳 高 太陽セランド（株）久留米支店
居宅療養管理指導部会 36 冨 田　 泰 生 冨田内科医院
グループホーム部会 7 池田　のぶ子 グループホーム　弘医荘
介護福祉施設部会 8 石 丸　 花 江 介護老人福祉施設　いしずえ荘
介護保健施設部会 6 今 村　 米 子 介護老人保健施設　サンビレッヂ朝日ヶ丘
介護療養施設部会 3 桑野　みゆき 甘木中央病院

会員合計 142

平成17（2005年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 蓮 池　 年 民 介護老人福祉施設　日迎の園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 平 田　 克 實 筑前町社会福祉協議会
事務局長 河 原　 智 子 介護老人福祉施設　宝珠の郷
運営部長 森 山　 茂 生 まるごとデイサービス　日迎の園
研修部長 出 水　 清 治 まるごとデイサービス　ローズ倶楽部
広報部長 野 口　 秀 康 甘木朝倉医師会ヘルパーステーション
事務局スタッフ 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
監事 手 島 　 等 甘木市　高齢者対策課
監事 太 田　 善 文 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 25 中 原　 周 司 たちあらいケアプランサービス
訪問介護部会
訪問入浴介護部会

14
倉 富　 和 子 甘木市社会福祉協議会

2
訪問看護部会 2 別 府　 由 加 甘木中央病院
訪問リハビリ部会 4 平原　栄里香 香月病院
通所介護部会 15 平 島　 鶴 美 りんご園デイサービスセンター
通所リハビリ部会 7 近 藤　 洋 子 介護老人保健施設　アスピア
福祉用具部会 13 川 上　 徳 高 太陽セランド（株）シルバーサービス事業部
居宅療養管理指導部会 37 冨 田　 泰 生 冨田内科医院
グループホーム部会 8 大 楠　 啓 子 きらく荘グループホーム
介護福祉施設部会 8 石 丸　 花 江 介護老人福祉施設　いしずえ荘
介護保健施設部会 6 山口　由紀子 介護老人保健施設　ラ・ﾊﾟｽ
介護療養施設部会 1 平 田　 芳 美 太刀洗病院

会員合計 142

合
同

合
同
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平成18（2006年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 手 嶋　 三 樹 朝倉市社会福祉協議会
事務局長 出 水　 清 治 ローズ倶楽部甘木
運営部長 尾 花　 拓 弥 介護老人福祉施設　日迎の園
研修部長 中 原　 周 司 たちあらいケアプランサービス
広報部長 川 上　 直 哉 社会福祉法人　武光福祉会
監事 手 嶋 　 等 朝倉市　介護サービス課
監事 久 家　 康 俊 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 22 野 口　 秀 康 医師会ケアプランサービスあまぎ
訪問介護部会
訪問入浴介護部会

15 飯田　眞由美 たちあらいヘルパーステーション
2 （副）佐野　京子 医師会ホームヘルパーステーション

訪問看護部会 2 田 口　 祝 子 たちあらい訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 6 楠 田　 智 仙 太刀洗病院
通所介護部会 16 原 田　 智 弘 デイサービスセンター美和の里
通所リハビリ部会 8 橋本　千佐江 杷木通所リハビリサービス
福祉用具部会 13 川 上　 徳 高 太陽セランド（株）シルバーサービス事業部
居宅療養管理指導部会 37 松 崎 　 雅 まつざきクリニック
グループホーム部会 8 田 中　 久 子 グループホーム　ローズハウス　いしずえ
介護福祉施設部会 8 中 野　 恵 子 介護老人福祉施設　甘木愛光園
介護老健療養施設部会 7 田 中　 茂 代 介護老人保健施設　アルファ俊聖

会員合計 144

平成19（2007年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 多 田　 悦 子 朝倉市社会福祉協議会
事務局長 出 水　 清 治 ローズ倶楽部甘木
運営部長 尾 花　 拓 弥 介護老人福祉施設　日迎の園
研修部長 中 原　 周 司 たちあらいケアプランサービス
広報部長 川 上　 直 哉 社会福祉法人　武光福祉会
監事 手 嶋 　 等 朝倉市　介護サービス課
監事 久 家　 康 俊 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 20 熊 谷　 澤 子 朝倉市社会福祉協議会
訪問介護部会 14 佐 野　 京 子 甘木朝倉ヘルパーステーション
訪問入浴介護部会 1 （副）木下　真理子 きらく荘ホームヘルプサービス
訪問看護部会 2 中 原　 文 枝 たちあらい訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 6 福 田　 輝 和 朝倉医師会病院
通所介護部会 17 徳 田　 智 香 きらく荘デイサービスセンター
通所リハビリ部会 8 橋本　千佐江 杷木通所リハビリサービス
福祉用具部会 12 川 上　 徳 高 太陽セランド（株）シルバーサービス事業部
居宅療養管理指導部会 38 松 崎 　 雅 まつざきクリニック
グループホーム部会 8 田 中　 久 子 グループホーム　ローズハウス　いしずえ
介護福祉施設部会 8 湯 野　 和 樹 介護老人福祉施設　清和園
介護老健療養施設部会 7 近 藤　 洋 子 甘木朝倉医師会　介護老人保健施設　アスピア

会員合計 141

合
同

合
同
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平成20（2008年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 多 田　 悦 子 朝倉市社会福祉協議会
事務局長 渡 辺　 雅 信 NPO 法人　武光福祉会
運営部長 野 口　 秀 康 朝倉医師会病院
研修部長 中 原　 周 司 たちあらいケアプランサービス
広報部長 矢 野　 省 吾 介護用品　ハーテック
監事 青 笹　 祥 子 朝倉市　介護サービス課
監事 太 田　 善 文 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 20 柳　 古 都 枝 JA 筑前あさくら元気プラザ
訪問介護部会
訪問入浴介護部会

14 木下　真理子 きらく荘ホームヘルプサービス
1 （副）荒木　和子 朝倉苑訪問介護事業所

訪問看護部会 2 鬼 塚　 純 子 朝倉医師会訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 6 宮 崎　 理 沙 甘木中央病院
通所介護部会 18 鹿田　さとみ デイサービスいしずえ荘
通所リハビリ部会 8 高 瀬　 照 美 介護老人保健施設　デイケアセンターうらうめ
福祉用具部会 12 池 田 　 修 株式会社　シルバーメイト
居宅療養管理指導部会 37 坂 田 　 高 坂田医院
グループホーム部会 9 川 村　 茂 子 グループホーム　さくら
介護福祉施設部会 8 湯 野　 和 樹 介護老人福祉施設　清和園
介護老健療養施設部会 7 坂 田　 智 貴 太刀洗病院

会員合計 142

平成21（2009年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
副会長 火 野 坂　 徹 火野坂医院
副会長 多 田　 悦 子 朝倉市社会福祉協議会
事務局長 渡 辺　 雅 信 NPO 法人　武光福祉会
運営部長 野 口　 秀 康 朝倉医師会病院
研修部長 湯 野　 和 樹 介護老人福祉施設　清和園
広報部長 矢 野　 省 吾 介護用品　ハーテック
監事 青 木 　 茂 朝倉市　介護サービス課
監事 太 田　 善 文 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 21 阿 波　 範 良 ケアプランサービス清和園
訪問介護部会 15 荒 木　 和 子 朝倉苑訪問介護事業所
訪問入浴介護部会 1 （副）平井　寛子 有限会社　ホット・オアシス
訪問看護部会 3 鬼 塚　 純 子 朝倉医師会訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 6 神 崎 　 慎 朝倉健生病院訪問リハビリテーション
通所介護部会 20 川 波　 和 美 たちあらいデイサービスセンター
通所リハビリ部会 8 高 瀬　 照 美 介護老人保健施設　デイケアセンターうらうめ
福祉用具部会 13 池 田 　 修 株式会社　シルバーメイト
居宅療養管理指導部会 37 坂 田 　 高 坂田医院
グループホーム部会 9 竹島　久美子 グループホーム和笑
介護福祉施設部会 8 梶 原　 勝 子 介護老人福祉施設　きらく荘
介護老健療養施設部会 7 野 田　 雅 春 介護老人保健施設　城山荘

会員合計 148

合
同

合
同



　組織体制　59

平成22（2010年）年度
役職名 氏名 事業所名

役
　
　
員

会長 今 村 　 順 介護老人福祉施設　朝老園
副会長 多 田　 悦 子 朝倉市社会福祉協議会
副会長 坂 田 　 高 坂田医院
事務局長 渡 辺　 雅 信 NPO 法人　武光福祉会
運営部長 野 田　 雅 春 介護老人保健施設　城山荘
研修部長 湯 野　 和 樹 介護老人福祉施設　清和園
広報部長 矢 野　 省 吾 介護用品　ハーテック
監事 釜 堀　 文 男 朝倉市　介護サービス課
監事 倉 地　 善 一 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部

会員数

専

門

部

会

長

居宅介護支援部会 21 林 田　 一 史 ケアプランサービス　いしずえ荘
訪問介護部会
訪問入浴介護部会

16 平 井　 寛 子 有限会社　ホット・オアシス
1 （副）大内田　初美 武光ヘルパーステーション

訪問看護部会 4 中 原　 文 枝 たちあらい訪問看護ステーション
訪問リハビリ部会 6 石 井　 真 理 香月病院
通所介護部会 13 平 山　 忠 宣 あまぎ健康らんどデイサービスセンター
通所リハビリ部会 19 床 嶋　 梅 香 介護老人保健施設　城山荘
福祉用具部会 10 熊 谷　 聖 徳 あかつき株式会社　福祉事業部
居宅療養管理指導部会 37 冨 田　 泰 生 冨田内科医院
グループホーム部会 9 石 井　 邦 彦 介護付有料老人ホーム　さわやかいずみ館
介護福祉施設部会 8 河 原　 智 子 介護老人福祉施設　宝珠の郷
介護老健療養施設部会 7 金 子　 文 代 介護老人保健施設　デイケアセンターうらうめ

会員合計 151

（付記）
①氏名・所属は当時のものをそのまま記載しています。
②年度の途中で役員や専門部会長が変更になった場合があります。本表は年度末の状況で記載しております。
③会員数につきましても、年度末時点の数となっております。

合
同



60　会員名簿

会員名簿（平成 23 年 1 月末日現在）

特別会員
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 朝倉医師会 838-0069
朝倉市来春 422-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2454
0946-26-1023

2 朝倉歯科医師会 838-0067
朝倉市牛木 293-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-0799
0946-21-0832

3 朝倉薬剤師会 838-0069
朝倉市来春 493-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8810
0946-21-8810

4

福岡県北筑後保健福祉環境事務所
　社会福祉課　（介護関係）

839-0861
久留米市合川町 1642-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-30-1072
0942-37-1973

福岡県北筑後保健福祉環境事務所 838-0068
朝倉市甘木 2014-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-3965
0946-24-9260

5 福岡県介護保険広域連合　朝倉支部 838-0802
朝倉郡筑前町久光 951-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8021
0946-21-8031

6

朝倉市　介護サービス課 838-0061
朝倉市菩提寺 412-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-1111
0946-23-1536

朝倉市　朝倉地域行政センター 838-1302
朝倉市宮野 2046-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-52-1523
0946-52-3150

朝倉市　杷木地域行政センター 838-1511
朝倉市杷木池田 483-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-1950
0946-24-8751

朝倉市　地域包括支援センター 838-0061
朝倉市菩提寺 412-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-1111
0946-23-1536

7
筑前町本庁 838-0298

朝倉郡筑前町篠隈 373
ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-42-6607
0946-42-2011

筑前町　福祉課 838-0802
朝倉郡筑前町久光 951-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-8763
0946-24-8751

8
東峰村本庁 838-1701

朝倉郡東峰村大字宝珠山 6425
ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-72-2311
0946-72-2038

東峰村　小石原庁舎 838-1601
朝倉郡東峰村大字小石原 941-9

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-74-2311
0946-74-2722

居宅介護支援部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 朝倉記念病院ケアプランサービス 838-0062
朝倉市堤 1224-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-0080
0946-21-0180

2 朝倉健生病院ケアプランセンター 838-0068
朝倉市甘木 151番地 4

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-7707
0946-21-7708

3 朝倉市社会福祉協議会
　朝倉ケアプランサービス

838-1302
朝倉市宮野 2047-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-52-0356
0946-52-0495

4 あまぎケアプランサービス 838-0068
朝倉市甘木 199-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-3207
0946-24-4688

5 医師会ケアプラン 838-0069
朝倉市来春 422-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8022
0946-21-8028

6 香月病院ケアプランサービス 838-0055
朝倉市下浦 715

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-6121
0946-22-1905

7 ケアプランサービス	　アン・ローゼ 838-1521
朝倉市杷木志波字原鶴 92-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-3700
0946-62-3800

8 ケアプランサービスいしずえ荘 838-1315
朝倉市入地 2262-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-52-1158
0946-52-1155

9 ケアプランサービスきらく荘 838-0022
朝倉市城 859

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1833
0946-21-1883

10 ケアプランサービスローズ倶楽部　 838-0068
朝倉市甘木 1700-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-2525
0946-23-2524
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訪問介護部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 朝倉医師会ヘルパーステーション 838-0069
朝倉市来春 422-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-0066
0946-21-0012

2 朝倉市社会福祉協議会
　朝倉ヘルパーステーション

838-1302
朝倉市宮野 2047-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-52-0356
0946-52-0495

3 きらく荘ホームヘルプサービス 838-0022
朝倉市城 859

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1833
0946-21-1883

4 ㈲小西介護サービス 838-0064
朝倉市頓田 363-3

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-7481
0946-22-7577

5 JA 筑前あさくら元気プラザ 838-0065
朝倉市一木 18-22

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8256
0946-21-8931

6 にこにこ介護サービス 838-0058
朝倉市馬田 1955-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-2507
0946-24-2596

7 ヘルパーステーションあさくら 838-1521
朝倉市杷木志波字原鶴 92-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-3700
0946-62-3800

8 ラ・パス訪問介護事業所 838-0061
朝倉市菩提寺 183-53

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-1322
0946-23-1272

9 朝倉苑訪問介護事業所 838-0824
朝倉郡筑前町原地蔵 2226-3

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-8002
0946-24-8322

10 武光ヘルパーステーション 838-0814
朝倉郡筑前町高田 2315-12

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-2411
0946-23-2411

11 たちあらい
　ホームヘルパーステーション

838-0823
朝倉郡筑前町山隈 842-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-7625
0946-24-0224

12 ㈲ホット・オアシス 838-0815
朝倉郡筑前町野町 1633-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-0345
0946-24-7398

13 東峰村社協ホームヘルプサービス 838-1602
朝倉郡東峰村大字小石原鼓 2846

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-74-2012
0946-74-2666

14 ㈲ライフ・エイド 839-1406
うきは市浮羽町高見 1455-11

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0943-77-1060
0943-77-1061

No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

11 JA 筑前あさくら元気プラザ 838-0065
朝倉市一木 18-22

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8256
0946-21-8931

12 ニーズケアプランサービス 838-0061
朝倉市菩提寺 432-8

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-0475
0946-21-0475

13 杷木ケアプランサービス 838-1513
朝倉市杷木古賀 1842-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-3777
0946-62-3779

14 ラ・パス居宅介護支援事業所 838-0061
朝倉市菩提寺 183-53

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-1322
0946-23-1272

15 朝倉苑居宅介護支援事業所 838-0824
朝倉郡筑前町原地蔵 2226-3

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2881
0946-24-8322

16 武光ケアプランサービス 838-0814
朝倉郡筑前町高田 2315 番地 3

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-9743
0946-22-5480

17 たちあらいケアプランサービス 838-0823
朝倉郡筑前町山隈 842-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-7507
0946-24-7507

18 朝老園居宅介護支援事業所 838-0227
朝倉郡筑前町朝日 586

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-927-1495
092-926-3001

19 ケアプランサービス清和園 838-1601
朝倉郡東峰村大字小石原 708-13

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-74-2453
0946-74-2858

20 東峰村社協ケアプランサービス 838-1602
朝倉郡東峰村大字小石原鼓 2846

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-74-2012
0946-74-2666

21 麻生介護サービス（株） 838-0128
小郡市稲吉 1350-10

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-41-2526
0942-73-0277
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訪問入浴介護部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 きらく荘訪問入浴サービス 838-0022
朝倉市城 859

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1833
0946-21-1883

No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

15 訪問介護きくち 830-1226
三井郡大刀洗町山隈 23

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-77-4821
0942-77-4821

16 麻生介護サービス（株） 838-0128
小郡市稲吉 1350-10

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-41-2526
0942-73-0277

訪問看護部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 朝倉医師会病院
　訪問看護ステーション

838-0069
朝倉市来春 422-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-0809
0946-24-0814

2 朝倉健生病院　訪問看護 838-0068
朝倉市甘木 151-4

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-5511
0946-22-1203

3 たちあらい訪問看護ステーション 838-0823
朝倉市筑前町山隈 842-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-7607
0946-24-7607

4 訪問看護ステーションＫｏｕ 839-0808
久留米市東合川新町 11-70

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-41-9500
0942-41-9501

訪問リハビリテーション部会	

No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 朝倉医師会病院 838-0069
朝倉市来春 422-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-0077
0946-23-0076

2 朝倉健生病院 838-0068
朝倉市甘木 151-4

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-5511
0946-22-1200

3 甘木中央病院 838-0068
朝倉市甘木 667

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-5550
0946-24-3572

4 香月病院 838-0055
朝倉市下浦 715

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-6121
0946-22-1903

5 太刀洗病院 838-0823
朝倉郡筑前町山隈 842-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2561
0946-24-2787

6 訪問看護ステーションＫｏｕ 839-0808
久留米市東合川新町 11-70

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-41-9500
0942-41-9501

通所介護部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 あまぎ健康らんど
　デイサービスセンター

838-0068
朝倉市甘木 2091

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-0833
0946-24-1067

2 きらく荘デイサービスセンター 838-0022
朝倉市城 859

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1833
0946-21-1883

3 指定 ( 介護予防 )認知症対応型
　通所介護事業所　うらうめ

838-0062
朝倉市堤 1224-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1150
0946-21-0180

4 デイサービス　アン・ローゼ 838-1521
朝倉市杷木志波字原鶴 92-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-3700
0946-62-3800

5 デイサービスいしずえ荘 838-1315
朝倉市入地 2262-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-52-1206
0946-52-1155

6 デイサービスセンターけんせい 838-0069
朝倉市来春 132

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-7600
0946-21-7601
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No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

7 デイサービスセンターのんびり村 838-0014
朝倉市山見 429

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-25-1558
0946-25-1938

8 デイサービスセンター和楽 838-0011
朝倉市秋月野鳥 681-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-25-8877
0946-25-8877

9 デイサービス日迎の園 838-1505
朝倉市杷木穂坂 59-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0007
0946-62-1166

10 デイサービスもやい 838-0031
朝倉市屋永字西原 4327-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-7177
0946-21-7178

11 デイサービスローズ倶楽部 838-0068
朝倉市甘木 1700-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-2525
0946-23-2524

12 ほがらかデイサービスアルファ俊聖 838-0068
朝倉市甘木 199-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-5551
0942-24-4688

13 ゆめホームはき 838-1511
朝倉市杷木池田 718

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0064
0946-26-2661

14 りんご園デイサービスセンター 838-0068
朝倉市甘木 1872-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-1010
0946-24-1080

15 ウェルファ筑前 838-0814
朝倉郡筑前町高田 2315-3

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-5988
0946-21-5987

16 朝老園デイサービスセンター 838-0227
朝倉郡筑前町朝日 586

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-926-8607
092-926-3471

17 デイサービスセンター美和の里
　通所介護事業所

838-0824
朝倉郡筑前町原地蔵 2226-3

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-0970
0946-24-8322

18 デイサービスセンター清和園 838-1601
朝倉郡東峰村大字小石原 708-13

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-74-2453
0946-74-2858

19 デイサービス宝珠の郷 838-1702
朝倉郡東峰村大字福井 942-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-72-9811
0946-72-9813

通所リハビリテーション部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 朝倉医師会
　介護老人保健施設　アスピア

838-0023
朝倉市三奈木 2420-15

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-2200
0946-23-2264

2 介護老人保健施設　アルファ俊聖 838-0068
朝倉市甘木 199-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-5551
0946-24-4688

3 介護老人保健施設
　デイケアセンターうらうめ

838-0062
朝倉市堤 1224-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1150
0946-21-0180

4 介護老人保健施設
　ラ・パス通所リハビリテーション

838-0061
朝倉市菩提寺 183-53

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-1322
0946-23-1272

5 通所リハビリ　だんらん 838-0055
朝倉市下浦 715

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-6122
0946-22-6124

6 杷木通所リハビリサービス 838-1513
朝倉市杷木古賀 1842-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-3777
0946-62-3779

7 介護老人保健施設
　サンビレッヂ朝日ヶ丘

838-0227
朝倉郡筑前町朝日 568

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-927-1621
092-927-1612

8 介護老人保健施設　城山荘 838-0825
朝倉郡筑前町大久保 501

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-1051
0946-22-1318

9 三愛デイケアセンター 838-0802
朝倉郡筑前町久光 1264

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-0288
0946-22-0276

10 太刀洗病院　 838-0823
朝倉郡筑前町山隈 842-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2561
0946-24-2787
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福祉用具部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 あかつき（株）　福祉事業部 838-0068
朝倉市甘木 676-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-3808
0946-23-1888

2 ＪＡ筑前あさくら
　元気プラザ福祉用具貸与事業所

838-0065
朝倉市一木 18-22

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8256
0946-21-8931

3 ㈱エヴァ　グット・リンク 838-0801
朝倉郡筑前町栗田 1352-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-3530
0946-21-3531

4 介護用品　ハーテック 838-0228
朝倉郡筑前町二 242-17

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-926-8109
092-926-8109

5 太陽シルバーサービス㈱ 838-0814
朝倉郡筑前町高田 585

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-5355
0946-21-5356

6 ㈱かがし屋 839-1312
うきは市吉井町清瀬 477-4

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0943-75-2155
0943-76-3434

7 ㈲メディックフクダ 810-0016
福岡市中央区平和 5-9-23

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-526-8701
092-526-8705

8 ㈲アルブ 830-0018
久留米市通町 103-15

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-46-1655
0942-46-1658

9 九州ホームケアサービス㈱ 839-0851
久留米市御井町 1684-9

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-45-3815
0942-45-3816

10 ㈱シルバーメイト 839-0809
久留米市東合川 7-13-55

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-41-1500
0942-41-1502

11 タイヘイＭ＆Ｃ　久留米営業所 830-0048
久留米市梅満町 1610-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0942-36-2323
0942-39-0010

12 ㈲スキップ 820-0045
飯塚市花瀬 156

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0948-21-3030
0948-21-3056

13 ㈱リップフォード 849-0936
佐賀市鍋島町大字森田 2439-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0952-36-5671
0952-36-5672

居宅療養管理指導部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 甘木病院・甘木心療クリニック 838-0031
朝倉市屋永 2295-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-8111
0946-22-8114

2 池田耳鼻咽喉科医院 838-0068
朝倉市甘木 1870-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1678
0946-21-1678

3 石井外科クリニック 838-1511
朝倉市杷木池田 757

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-63-3772
0946-63-3772

4 岡部整形外科医院 838-0068
朝倉市甘木 2431-4

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-0111
0946-23-0112

5 小川内科胃腸科医院 838-0068
朝倉市甘木 1971

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2130
0946-24-8260

6 香月病院 838-0055
朝倉市下浦 715

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-6121
0946-22-1903

7 久賀外科医院 838-1316
朝倉市大庭 5390-12

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-8211
0946-23-1302

8 熊本医院 838-0023
朝倉市三奈木 2736

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-3101
0946-22-3107

9 こばやし皮膚科 838-0068
朝倉市甘木 1599-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2577
0946-22-5074

10 坂田医院 838-0062
朝倉市堤 949

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2768
0946-24-8850

11 実藤医院 838-0065
朝倉市一木 54

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-5555
0946-22-0183
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No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

12 サンアイ調剤薬局 838-0068
朝倉市甘木 148-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-1701
0946-24-1701

13 重松医院 838-1511
朝倉市杷木池田 713-4

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0721
0946-62-1617

14 杉山診療所 838-0017
朝倉市千手 942

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-25-0010
0946-25-0024

15 武井医院 838-0058
朝倉市馬田 1090

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2300
0946-22-6583

16 田中内科医院 838-0068
朝倉市甘木 610

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-3715
0946-22-1841

17 田辺医院 838-1511
朝倉市杷木池田 626-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0061
0946-62-2890

18 冨田内科医院 838-0068
朝倉市甘木 1523-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-24-0330
0946-24-0331

19 西内科医院 838-0062
朝倉市堤 1603-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-0188
0946-22-3771

20 福嶋医院 838-0023
朝倉市三奈木 3111-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-3116
0946-22-1258

21 福嶋外科小児科医院 838-0068
朝倉市甘木 944

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2565
0946-22-5219

22 まつざきクリニック 838-0062
朝倉市堤 1695-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-1066
0946-22-1183

23 宮野診療所 838-1302
朝倉市宮野 1888-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-52-3011
0946-52-3018

24 森山内科医院 838-1511
朝倉市杷木池田 789-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0111
0946-62-2517

25 やすなが内科胃腸科医院 838-0068
朝倉市甘木 1722

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2050
0946-22-5850

26 山鹿医院 838-1521
朝倉市杷木志波 4853

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0501
0946-62-0510

27 和田外科医院 838-1511
朝倉市杷木池田 539-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0676
0946-62-1490

28 くさば内科クリニック 838-0815
朝倉郡筑前町野町 1775-6

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-3703
0946-21-3702

29 しのくま整形外科クリニック 838-0215
朝倉郡筑前町篠隈 141-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-42-6021
0946-42-6023

30 田口医院 838-0215
朝倉郡筑前町篠隈 239

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-42-2043
0946-42-2247

31 太刀洗病院 838-0823
朝倉郡筑前町山隈 842-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2561
0946-24-2787

32 田中医院 838-0226
朝倉郡筑前町中牟田 240-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-42-2006
0946-42-5111

33 なかしま小児科内科医院 838-0214
朝倉郡筑前町東小田 3420-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-42-2171
0946-42-5507

34 火野坂医院 838-0214
朝倉郡筑前町東小田 1143-2

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-42-2016
0946-42-4200

35 藤井整形外科内科医院 838-0228
朝倉郡筑前町二 136-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-926-1417
092-926-4733

36 本田脳神経外科クリニック 838-0815
朝倉郡筑前町野町 1620-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8105
0946-21-8106

37 東峰村村立診療所 838-1601
朝倉郡東峰村大字小石原 941-9

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-74-2201
0946-74-2201	
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グループホーム部会（特定施設入所者生活介護を含む）
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 介護付有料老人ホーム
　さわやか　いずみ館

838-0068
朝倉市甘木 260-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-7377
0946-21-7477

2 きらく荘　グループホーム 838-0022
朝倉市城 859

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-5220
0946-21-5227

3 グループホーム　愛らんど 838-0061
朝倉市菩提寺 183-53

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-1322
0946-23-1272

4 グループホーム　すずらん 838-1505
朝倉市杷木穂坂 89-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-3383
0946-62-3383

5 グループホーム　ゆうゆう 838-0055
朝倉市下浦 715

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-6191
0946-22-6190

6 グループホーム
　ローズハウスいしずえ

838-1315
朝倉市入地 2728-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-52-1116
0946-52-1155

7 グループホーム　和笑 838-0002
朝倉市長谷山 393-10

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-25-0377
0946-25-0377

8 グループホーム　弘医荘 838-0822
朝倉郡筑前町高上 962

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-8505
0946-21-8505

9 グループホーム　さくら 838-0204
朝倉郡筑前町長者町下浦 226-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-42-5569
0946-42-5405

介護老人福祉施設部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 介護老人福祉施設　甘木愛光園 838-0014
朝倉市山見 429

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-25-1558
0946-25-1938

2 介護老人福祉施設　いしずえ荘 838-0023
朝倉市三奈木 2466-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-3200
0946-21-3300

3 介護老人福祉施設　きらく荘 838-0022
朝倉市城 859

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1833
0946-21-1883

4 介護老人福祉施設　日迎の園 838-1505
朝倉市杷木穂坂 59-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-62-0007
0946-62-1166

5 介護老人福祉施設　朝倉苑 838-0824
朝倉郡筑前町原地蔵 2226-3

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2881
0946-24-8322

6 介護老人福祉施設　朝老園 838-0227
朝倉郡筑前町朝日 586

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-926-1171
092-926-3471

7 介護老人福祉施設　清和園 838-1601
朝倉郡東峰村大字小石原 708-13

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-74-2453
0946-74-2858

8 介護老人福祉施設　宝珠の郷 838-1702
朝倉郡東峰村大字福井 942-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-72-9811
0946-72-9813
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介護老健療養施設部会
No. 会員名 住所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

1 朝倉医師会
　介護老人保健施設　アスピア

838-0023
朝倉市三奈木 2420-15

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-2200
0946-23-2264

2 介護老人保健施設　アルファ俊聖 838-0068
朝倉市甘木 199-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-5551
0946-24-4688

3 介護老人保健施設
　デイケアセンターうらうめ

838-0062
朝倉市堤 1224-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-21-1150
0946-21-0180

4 介護老人保健施設　ラ・パス 838-0061
朝倉市菩提寺 183-53

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-23-1322
0946-23-1272

5 介護老人保健施設
　サンビレッヂ朝日ヶ丘

838-0227
朝倉郡筑前町朝日 568

ＴＥＬ
ＦＡＸ

092-927-1621
092-927-1612

6 介護老人保健施設　城山荘 838-0825
朝倉郡筑前町大久保 501

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-1051
0946-22-1318

7 太刀洗病院 838-0823
朝倉郡筑前町山隈 842-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ

0946-22-2561
0946-24-2787



68　あとがき

■	約 2年前、社会人となり朝倉市に引っ越してきました。やっと職場環境や朝倉地区の道や

方言に慣れてきた頃に今回の企画に携わりました。初めは緊張と不安ばかりでしたが、職場

や職業の違う方々とお話する機会を重ねる度、企画委員メンバーの医療・介護・福祉に対す

る熱意や利用者様に対するあたたかい気持ちにふれることができました。同じ現場で働く者

として学ぶことが多く、この企画委員の一員になれたことを嬉しく感じています。これから

も、朝倉介護保険事業者協議会の益々の発展の一助となれるよう、医療の現場で一日一日を

大切に頑張っていきたいと思います。（美）

■	入職して 4年、仕事がうまくいかず悩んでいた頃に今回の企画委員のお話があり、私で大

丈夫だろうかと不安に思いながら参加させて頂いた事を覚えています。実際に委員として活

動するうちに一つの企画にこんなに多くの人が関わっている事に驚きました。また、委員会

のメンバーともうち解け様々な話をしていく中で、本当に利用者の事を思い、考え、動いて

いる仲間がたくさんいる事を実感し励みになりました。同時に色々な分野から介護保険を支

えている、朝倉介護保険事業者協議会の記念事業に携われた事をとても光栄に思います。今

後、是非朝倉介護保険事業者協議会が 20周年、30周年と続きますよう心から願っており

ます。（佳）

■	今回、10周年記念事業の企画に携わり、色々と貴重な体験をさせて頂き大変嬉しく思います。

私が高校生時代に、一番欲しいものは？と聞かれ「健康」と答えました。それから 30年経っ

た今も一番欲しいものは「健康」です。今回の企画委員会中に胃腸炎に罹り、健康について

考え直し、大変懐かしく思いました。健康は介護サービスとも密接な関係があり、介護の目

標も健康ではないでしょうか。これからも朝倉地域住民のための事業者協議会がいつまでも

継続できますように…。（清）

■	事業者協議会の活動には今までも部会やセミナー等に参加させていただきましたが、今回、

企画委員ということで不安多き中、皆様に引っ張られアッと言う間の半年でした。企画メン

バーは明るく活発で初めてであろう仕事でもテキパキと活動的にこなす皆さんで、楽しく元

気をもらいながらご一緒させてもらいました、そして 10年の軌跡を見直す中で、多くの方々

のご尽力と会員の福祉に対する熱意により、この事業者協議会が支えられ発展してきた事を

再認識しました。今後のなお一層の発展を願い、これからも協議会の活動に参加させていた

だきたいと思います。（真）

■	私がこの 10周年記念事業の企画担当の話を頂いた時は、正直不安でいっぱいでした。初め

ての顔合わせの時に他のメンバーの方々にお会いして、このメンバーなら安心してできるな

と思えるくらいすばらしい方々でした。おかげで、おんぶに抱っこでやらせていただき、大

変勉強になりました。結局、参加させていただき大変感謝の気持ちでいっぱいです。また、

この事業により朝倉地区の高齢者の方々に事業者協議会の事を知って頂き、今後朝倉地区が

今以上に発展していければと願っております。（忠）
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■	昨年の 7月末に最初の企画委員会を開催しましたが、それから本当にあっという間の半年

間でした。現場での業務を抱えながらの大変忙しい状況の中、夜に何度も委員会を開催し、

また昼間の時間もやりくりしながら準備を進めていただいた委員の皆様、また手伝っていた

だいたスタッフの皆様に本当に感謝の思いでいっぱいです。この事業者協議会の一番良いと

ころ、また一番の財産と言えるのは人と人とのつながりだと思います。この 10周年の記念

事業を通し、新たな人の輪が広がり、そして繋がっていったような気がします。次の 10年

に向け、また日々精進していきたいと思います。（雅）

■		介護保健施設に入職して 1年半、縁あってこの企画に参加させていただきました。個人的

には介護保険制度や事業者協議会についての理解がさらに深まりました。特に各部会長座談

会では様々な現場の話を聞くことができ、皆さんの仕事に対する責任感の強さや利用者や家

族に寄り添いたいという優しい姿勢が伝わってきた反面、編集素人である私には本当に重責

でした。みなさんの熱い想いを少しでもお伝えできていたら心から嬉しく思います。（里）

■	「福祉という言葉の意味は何？」介護保険制度が始まり、事業者協議会が設立された 10年

前、時同じくして、私は結婚を決意し、妻の家へ挨拶に伺った際に舅から言われた言葉であ

ります。記念誌編集に携わり、介護保険制度に翻弄されながらも頑張ってきた軌跡や安全、

安心な朝倉地域のまち作りのために、希望を持ってそれぞれの役割の責任を果たそうとされ

ている記事を読むと、10年前の舅からの質問の答えがわかった気がします。「福祉＝しあわ

せ」であると。私達はみんなのしあわせの為に誇りを持って仕事をしている事に気付かせて

もらった介護保険事業者協議会に感謝です。（武）

　	最後になりましたが、大変タイトなスケジュールの中、本記念誌発行に向けご尽力いただい

た、井上総合印刷の佐藤茜さん、井上社長、またスタッフの皆様方に、企画委員一同深く感

謝申し上げます。
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