福 介 協 だ より

2005.3

あ んし んできる・しんらい で きる・た よ れる

代表者セミナー

「介護予防
「介護予防について」
介護予防について」

第1回代表者セミナー

昨年１２月７日福岡国際会議場において「介護予防について」の
講演が行われました。講師が厚生労働省老人保健局老人保健課
小坂 健氏であり介護保険法改正についての情報が一足先に聞ける
とあって、
１９３名という多数の介護サービス関係者が参加しました。
セミナー受講をきっかけに福介協加入事業者も増加したと伺い
関心の大きさを改めて感じました。
講演はスライドを用いながら図解も多くあり厚生労働省からの
大きな指針のようなものは伝わりました。介護予防については、
地方行政によるものが大きく、具体的運営方法が見えるにはもう
少し時間がかかると思いました。ケアマネとしては『新介護予防

給付対象者は何人位になる？』
『ご利用者様は納得される？』
『ケア
マネ資格更新制？』
『保険者によるケアマネごとの請求状況の把握』
等不安もあります。ケアマネの資質を一層問われることが多くなる
であろうと思います。
１８年度の介護保険改正を迎えるにはサービス事業者、居宅支援
事業者共にアンテナを張り巡らし短期間で大きな波を２つ３つ乗り
越えなければならないことを痛感しました。
講演後はサンパレスで小坂氏同席の交流会があり多数の会員が
参加し活発な意見、
情報交換が行われ有意義な会となりました。
（順和 岸原）

第4回 介護フェスタ
平成16年11月20日（土）開催
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医療法人永寿会は、
昭和５３年に、福岡市西区今津にシー

医療法人

サイド病院を開設しました。この地域には、白砂青松の今

永寿会

津海岸と歴史的に価値の高い元寇防塁があります。また、
「夢とふれあいのふるさとづくり」を目指して、昭和４５年
ボランティア活動による今津福祉村が組織され、村づくり
の基本方針に沿って地域・民生・施設の３部会を設置し
活動の充実を図っています。当法人も、平成元年に加わり
地域交流・ボランティア活動の施設として活用して頂いて
います。
シーサイド病院は、開設当初より高齢者医療に取り組ん
でおり、現在、
全病床療養型医療施設・総合リハビリテー
ション施設や、
医療連携の在宅サービスの充実のため整備
してきました。地域の皆様が安心して生活できるように、
当病院と周辺病院（診療所）
・福祉施設と連携して活動して
います。

福岡市西区今津3810番地
http://www.seaside-hp.or.jp
・シーサイド病院
（医療療養１０８床）電話092-806-7171
（介護療養３０５床）FAX092-806-5021
・シーサイド通所リハビリテーション
TEL092-806-7273（通所リハ）
・グループホームシーサイド（１８名）
TEL092-806-9067
・ケアプランサービスシーサイド
TEL092-806-7171（居宅支援事業所）

１９９５年ベネッセは介護事業をホームヘルプサービス
事業から始め、
２０００年ベネッセ１００％出資の株式会社

株式会社

ベネッセケア（現：ベネッセスタイルケア）がスタートいた

ベネッセ

しました。
ベネッセスタイルケアの事業に対する姿勢は、
「自分や

スタイルケア

自分の家族がしてもらいたいサービスを提供すること」
です。
「ベネッセ介護センター福岡」
「ベネッセデイセンター
博多」のサービスの基本は、
お客様一人ひとりの気持ちを
大切にするところにあります。
人それぞれ朝起きて夜寝るまで、同じ生活を送る人はありえま
せん。皆、生活習慣も違えば、価値観も違います。私たちは、お
客様やご家族の生活を常に考えながら「お客様にとっての快適
なくらしはどうあればよいのか」ということを、その方の立場に
なって感じ、考え、サービスをさせていただいております。
「ベネッセ」のサービスを使ってよかったと思っていただける

福岡市博多区堅粕3-5-5
・ベネッセ介護センター福岡
TEL092-433-4165
FAX092-433-4173
・ベネッセデイセンター博多
TEL092-436-7233
FAX 同上

ように、きめ細かいサービスを提供いたします。

ハーティーケア株式会社は平成１１年
に、
「福岡で一番質の高い介護サービ

いしく食べる 元気になる」

スを提供する会社」をめざして、地域の

ことをめざして、パワーリ

会社や住民が多数株主として参加する

ハビリテーションやフット

市民参加型の共同事業体としてうまれ

ケア、移動ケアプログラム

ました。天神北ＫＢＣの向かい側の総合

などの 介護予防にも取り

福祉施設ファミリーガーデンで通所介
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現在「 楽しく過ごす、お

ハーティーケア
株式会社

組んでいます。

護と訪問介護事業をおこなっております。ビルの中

また、訪問介護も介護予防をいち早く取り入れ福岡

ですが庭を大胆に配置し緑の木々や草花の中の散

ＹＭＣＡとともに文部科学省の委託をうけて介護

歩道をイメージした空間です。同じフロア内に保育

予防ヘルパーの育成事業にとりくんでいます。

や幼児教育を行うキッズガーデン（福岡ＹＭＣＡ）が

誰もが自分の望む暮らしを在宅で続けるために

あり、デイサービスにはいつも乳幼児達が遊びにき

は、介護が必要になっても自分でできる範囲をひろ

て一緒に体操したり、遊んだりしています。またフロ

げ、生きていく楽しみや喜びを主体的にみいだすこ

ア内にあるショップでは買い物、エステサロンでは

とが大事です。当社は介護の専門職集団として皆

エステやマッサージを楽しむことができます。定員

様方がいきいきと暮らしていける生活を支援でき

１５人の少人数で、一人ひとりが自分の好きなように

るサービスを常に新しく創造していくことのできる

時間を楽しんでいただけるよう心がけております。

会社でありたいと願っております。

福岡市中央区天神３丁目１０番２０号
日本観光ビル１階
FAX092-738-8012
通所介護事業所
天神デイサービス散歩道
TEL092-739-4888
訪問介護事業所
ハーティーケア
TEL092-738-8010

医療法人海洋会は、平成7年4月に、福岡市西区でも最も

介護についてわからないことや、サービス

前原市よりの周船寺地区で、介護老人保健施設春風を開設

内容など、ご不明な点がございましたら何で

医療法人

して丸10年を迎えます。自然に囲まれた四季折々の草木

もお尋ねください。 美しいコスモスにうっとり…

海洋会

や庭に咲き零れる花々、そこに訪れる鳥たちに心が和むこ
こ春風で、入所、短期入所、通所リハビリテーションを利用さ

介護老人保健施設
春風

れる方々に、安心して過ごしていただける環境づくりを心が
けております。また、グループホーム、訪問看護、訪問介護、
居宅介護支援事業も併設しており、ご利用者様の
自立を支援し、在宅での生活を支えます。
当法人は、姪浜地区に訪問看護、当仁地区に訪問

・介護老人保健施設 春風
・グループホームほんわかハウス
TEL092-807-7000
TEL092-805-5658
・春風通所リハビリテーション ・デイサービスセンターふくはま
・わらび訪問看護ステーション
TEL092-736-6688
・わらび居宅介護支援センター ・倉光クリニック訪問看護ステーション
・わらびホームヘルパーステーション ・あすか訪問看護ステーション
・わらび訪問入浴サービスステーション ・あすか居宅介護支援センター
・ホームヘルパーステーションあすか

看護、訪問介護、居宅介護支援事業をも運営してお
り、地区ごとのクリニックとの連携も万全です。
医療法人海洋会では、医療と介護の両面からご利
用者様、ご家族の方の生活を守り、支援していくこと
を目標としております。利用される方々が住みなれ
た場所で、一日も長く在宅生活を続けられること。

福岡市西区大字飯氏字都ヶ浦243-1
TEL092-807-7000（代表） FAX092-807-8666

それが私たちの望みであり励みでもあります。
桜井神社に初詣で

中央区福浜よかとぴあ通りに「本社」、中央区平尾に
「中央事業所」、西区福重に「西事業所」、東区名島に「東
事業所」を展開し、
ケアプランセンター、
ヘルパーセンター
、訪問看護ステーション、デイサービスセンター、グルー
プホーム、福祉用具レンタル販売、介護タクシー等合わせ
て１６の福岡県・市の事業認定を頂いております。
「あなたの笑顔が見たいから……！」の理念を胸にご利
用者様に「愛」と「ほほえみ」の心で介護サービスを提供
させて頂いております。
ご利用者様に喜んで頂

【本社】福岡市中央区福浜2丁目1-5
TEL092-781-8000（代）FAX092-781-8003
●介護ケアプランセンター TEL092-781-8031（直）
●愛・あい本社デイサービスセンター TEL092-781-8033（直）
●グループホーム愛・あい 本社 TEL092-781-8034（直）
●エレガンスケアタクシー TEL092-781-8076（直）
●本社ヘルパーセンター TEL092-781-8039（直）
●福祉用具レンタルサービス TEL092-781-8000（代）
●訪 問 看 護ステーション TEL092-781-8032（代）

株式会社

エレガンス福岡

【中央】福岡市中央区平尾2丁目2-20
●エレガンス福岡介護ヘルパーセンター
TEL092-533-3535（代）FAX092-533-3536
【 西 】福岡市西区福重2丁目11-1-103
●西 ヘ ル パ ー セ ン タ ー
TEL092-892-8300（代）FAX092-892-8302

けるサ ービスを心がけ社
外の研修はもちろん、社内
的にも講師の先生をお迎
えし、レベルの高い講義、
また各事業所単位のテー
マを決めた研修会等を毎月予定し、心と技術の精進に力

【 東 】福岡市東区名島3丁目29-5
TEL092-663-8400（代）FAX092-663-8401
●東 ヘ ル パ ー セ ン タ ー TEL092-663-8405（直）
●愛・あいデイサービスセンター TEL092-663-8402（直）
●グループホーム愛・あい TEL092-663-8403（直）

を注ぎ日々努力しております。

西区姪浜で訪問介護や居宅介護支援・ヘルパー養成

株式会社アイネック

講座を行っています。
これから援助を必要とする方々が益々増えていく中で、

あした葉
ホームヘルプ
センター

ご利用者さんやご家族の皆さんに心から喜んでいただけ
るような、質の高い介護サービスを実現しようと、スタッ
フの気持ちを撚り合わせながら努力を続けています。
特に、
「研修は大切な業務」と位置づけて、個別・チー
ム・全員・社外などの研修に取り組みながら、
スタッフのス
キルアップに努めています。

社内研修会で学ぶヘルパーさん

介護保険で対応できない事項についても保険外のサービスを行っている他、あした葉が事務局
を担当しているＮＰＯ「共生支援センター」によるボランティア活動も進み始めました。高齢者や障
がい者の生きがいづくりの活動として取り組んでいる「５０からの手習い講座」では、絵手紙やハー
モニカ・手作り万華鏡などの教室を開催しています。
これからも、心ある事業者や介護・福祉に携わっておられる方々とゆるく手を結んで、援助を必
要とする人々が、そのかけがいのない人生を、
少しでも心豊かに過ごしていけるような地域の仕組
みを作っていきたいと考えています。
市民講座（偶数月の第２土曜日に開催）

福岡市西区姪浜４丁目１４番２５号 華香ビル３F
TEL092-895-3087 FAX092-895-3206

●ケアプランセンター TEL092-895-3207
●ケアセミナー
TEL092-895-3209
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「長期生活支援資金貸付制度」〜老後の生活資金が借りられます〜
持ち家があっても、現金収入が少ない高齢者世帯に対して、自宅を担保に生活費を貸し付けます。貸付金は、
死亡時に
一括償還するので、自宅に住み続けることができます。対象となる高齢者ご本人や、
そのご家族がいらっしゃいましたら
是非ともご紹介ください。
【実施団体】福岡県社会福祉協議会
【対 象 者】次の要件すべてに当てはまる方
○単身高齢者又は高齢者夫婦のみの世帯など，原則として世帯の構成員が
６５歳以上で，世帯の構成員が，市民税非課税程度の低所得であること。
○居住用不動産を単独又は夫婦共有で所有していること。
（マンションは不可）
○居住用不動産に，抵当権や利用権が設定されていないこと。
【貸付内容】
○貸付限度額：土地の評価額の約７割
○毎月の貸付額：３０万円以内の契約で定める額
○金利：年利３％と毎年の４月１日の長期プライムレートのいずれか低い方
○担保：土地と建物
○保証人：推定相続人の中から１名

【申請窓口】
各区社会福祉協議会
（月〜金 午前９時〜午後５時）
電話番号
●東 区 643−8922
●博多区 436−3651
●中央区 737−6280
●南 区 554−1039
●城南区 832−6427
●早良区 832−7383
●西 区 895−3110

介護サービス評価情報を事業所情報誌（ガイドブック）
に掲載します。
福岡市では、介護サービスを選ぶときに役立つ情報の提供を目的として、第三者評価機関である「介護サービス評価センターふくおか」による
評価事業を実施しています。認証を受けられた事業所の評価情報については「介護サービス評価センターふくおか」のホームページ及び各区の
在宅ケアホットラインでも公開しています。
このほか福岡市では介護保険事業所の情報を市民の皆さんへ提供するため、
事業所情報誌
（ガイドブック）
を発行しています。
この情報誌は、事業所の名称、所在地、営業時間、コメントなどを記載したもので、
「介護サービス評価センターふくおか」のサービス評価を
受け、一定水準以上であると認証された事業所についてはその旨を表示します。

★評価のお申し込み・お問い合わせは、
「介護サービス評価センターふくおか」TEL092-720-5355
ホームページアドレスhttp://www.hyouka-fukuoka.gr.jp
★福岡市介護サービス評価システムに関するお問い合わせは、
「福岡市保健福祉局介護保険課」TEL092-733-5452

平成17年1月25日現在、161事業所が「認証マーク」を取得しておりますが、
うち当協議会会員は142事業所です。当協議会
会員で平成16年7月21日〜平成17年1月25日までに「認証マーク」を取得した事業所は次のとおりです。

介護サービス種別

業

所

名

訪問介護（ホームヘルプ）

・
（株）エレガンス福岡 西ヘルパーセンター
・
（財）福岡市市民福祉サービス公社 中央部支部（2回目）
・福岡市東部農協JAヘルパーステーションたんぽぽの会 ・
（財）福岡市市民福祉サービス公社 西部支部（2回目）
・アサヒサンクリーン
（株）南区ホームヘルパー派遣センター

訪問入浴介護

・アサヒサンクリーン
（株）福岡営業所

訪問看護

・
（医）順和

通所介護（デイサービス）

・
（社福）徳和会 花の季苑デイサービスセンター
・
（社福）藤の実会 福岡市立城西デイサービスセンター
・
（社福）二丈福祉会 仙寿苑デイサービスセンター ・
（医）社団桜珠会 福岡市立姪浜デイサービスセンター
（2回目）

通所リハビリテーション

・
（医）
ながら医院 通所リハビリテーション
・
（医）西福岡病院 介護老人保健施設西寿

・
（医）寺沢病院 いちざきデイケアセンター

・
（医）恵光会 グループホームライフエイド柏原

・
（株）エレガンス福岡 グループホーム愛・あい

居宅介護支援（ケアプラン）

・
（医）
イースタンクリニック 居宅介護支援センター
・
（医）松寿会 松永病院
・
（医）聖恵会 聖恵ケアプランサービス
・
（財）福岡市市民福祉サービス公社 東部支部（2回目）

・
（医）順和 トータルケアプラン21
・福岡県高齢者福祉生協 ケアプランセンターふくし生協
・
（医）敬仁会 友愛病院ケアプランサービス
（2回目）
・
（財）福岡市市民福祉サービス公社 西部支部（2回目）

介護老人福祉施設

・
（社福）志摩会

（デイケア）

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

（特別養護老人ホーム）
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事

訪問看護ステーションホームケアながお

特別養護老人ホーム志摩園

・
（医）
ながら医院

・日本赤十字社福岡県支部

介護老人保健施設

・
（社福）創生会 介護老人保健施設M.T奈多ケア院
・
（医）福西会
・
（医）順和 介護老人保健施設老健センターながお
（2回目）

介護療養型医療施設

・
（医）敬仁会

友愛病院（2回目）

訪問看護ステーション東比恵

特別養護老人ホーム大寿園（2回目）

介護老人保健施設さわら老健センター

平成16年度事業

実施報告

代表者
セミナー等
企画委員会

介護フェスタ
総会（H16.6.4）

【平成１６年度介護フェスタ】
毎年恒例となりました介護フェスタが平成16年11月20
日（土）に開催されました。当日は天候にも恵まれ朝から出
足の良いスタートとなり、
今回も種々のイベントが企画、実施
されました。1階ロビーでは、野菜・パン・お弁当等の即売や
、バザー、介護事業者のパンフレット展示。ふくふくホールで
は映画「ホーム・スイートホーム2」の上映など。また、3階
「交流ひろば」の高齢者作品展示会場では、福祉施設ご利用
者による素晴らしい力作が数多く展示され、多くのご来場者
に非常に興味深くご覧頂きました。また、さまざまな電動車
いすの試乗会。
「介護について話そう」では介護する方の心
のケアについてのお話や座談会が催され意義深いものでし
た。恒例のお楽しみ抽選会では、空クジなしで450個以上の

介護フェスタ

賞品が準備され盛り上がりに一役かったところです。また、
大きなイベントとして、ブースによる介護サービス事業者紹
介が行われ、各事業者が年々工夫を加え、趣向を凝らしたPR
が行われました。5階では「安全・おいしい・飲み込みやすい」
新しいタイプの介護食〈ソフト食〉を開発、
「NHK福祉ネット
ワークめざせ介護の達人」などで普及に努めておられる黒田
留美子氏を迎えて、
〈ソフト食〉の講演会と調理実習が熱心に
行われ試食も大変ご好評を頂きました。今回で4回目となり
ますが、アンケートに「毎年見に来ています」
「参考になりま
す」など年々市民の皆様にも浸透しつつあるのではないかと
思います。これからも、ますます愛される介護フェスタを目指
していきたいものです。
（泯江堂 渡辺）

【新任職員研修】

新任職員研修

サービス
の質向上
委 員 会

６月２５日開催し、
５３名の受講がありました。
トータルライフケア研究所 井上千代子氏を
お招きして、
「介護職員の心構えと基本姿勢」について講演
をしてもらいました。また、受講者の交流会を実施し、先輩
介護職員３名の方に経験談をお話してもらいました。
研修後のアンケートでは、
「（新任職員研修を）受講して
良かった。」という意見が多数ありました。また、交流会につ
いても、
「様々な職種の方と話ができて楽しかった。」
「交
流会で色々な話が聞けてよかった。」等の意見をいただき
ました。

【リスクマネジメント研修】

サービス提供
責任者研修

平成１６年度は、
「新任職員研修」
「サービス評価に関する
研修」
「サービス提供責任者研修」
「介護能力向上研修」の研修
を実施しました。そして、今年度、新たに「リスクマネジメント
研修」を実施し、多数の方々が受講されました。

１２月２０日開催し、
８０名の受講がありました。
弁護士 篠木 潔氏をお招きして、
「介護事故から学ぶリス
クマネジメント〜施設を中心に〜」について講演してもらい
ました。講演では、施設での介護事故について、裁判例等を
使って、わかりやすく説明していただきました。また、
事業者
が注意しておく点について助言をしていただきました。
研修後のアンケートでは、
「非常に参考になりました。」
「いままでのリスクマネジメント研修の中で一番良かった。」
「事例等で具体的な解説をしてくださったので、わかりやす
かった。」等、受講者より大変好評を得る研修となりました。
（福岡市市民福祉サービス公社 中野）
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平成16年度事業

実施報告
会員ネットワーク委員会では、福岡市介護保険事業者協議
会初の試みとして、平成１６年８月１９日にアークホテル博多ロ
イヤルにて「会員のつどい」を開催しました。
きっかけは、委員会中の某委員による「もっと気楽に会員
同士で交流する場があってもいいんじゃない？」という一言
でした。
「じゃあ、会員ネットワーク委員会で企画を」という
事務局からのありがたき一言で、今回の栄誉ある幹事を務
めることになりました。
実際準備を始めてみると、時期はいつにするか、会場はど
こにするか、会をどのように進行するか、
会費はいくらにする
かetc、決めなければならないことが山積み。初めてのこと
で勝手がわからず、
「本当にこれで成功するのだろうか」と
不安を抱えたまま、当日を迎えることとなりました。
当日は63名の会員に参加を頂きました。
「なるべく現場
で働く会員に多く参加してもらいたい」という狙い通り、
色々
な職種の方々に参加して頂くことができました。私たちの心
配をよそに、皆さん積極的に他の事業者の方と情報交換さ
れ、会場は熱気であふれていました。

会 員
ネットワーク
委員会

会員のつどい

また、各事業所ごとに自己紹介の時間を設けたり、お楽しみ
抽選会を行ったりと、楽しい会となりました。終了後のアンケ
ートでも参加者からは「有意義な時間だった」
「他の事業者
さんと交流できてよかった」
といったお応えをたくさん頂き、
関係者一同、胸をなで下ろしました。
今年度、初めての試みだったので、まだまだ反省すべき点
はあったと思いますが、多くの会員の方がこのような交流の
場を望んでいることもわかりました。来年度からも会員ネッ
トワーク委員会活動の柱の一つとして、開催していきたいと
考えております。
（永寿会 久山）

居宅介護支援
部 会
平成１６年度は、
研修会
「ケアマネジメント研修〜現任者編〜」
〈ケアプラン作成研修〉
「ケアマネジメン
、
ト研修〜新任者編〜」
〈福祉用具と住宅改修のアセスメントの仕方〉「
、胃ろう（PEG）
のケア〜その実際と問題点〜」、事例検討会「対人援助技術
をみがく〜介護者をエンパワーメントする〜」
「
、家族が自分
の力に気付く援助とは」を行いました。
このなかの「ケアマネジメ
ント研修〜現任者編〜」では、
新しいテキストに添った研修
だったのでとても勉強になり
ました。
ケアマネジメント関係
法令・サービス計画書の基本
的な考え方・具体的な作成方
法などの講義で、生活全般の
課題を自立支援を目指した、
ポジティブなものへ転換して
いき、利用者本人が参加意識
を持てるプランを作っていく
など、改めて表現内容、記入手順、考え方など再確認すると
共に、ケアプランの重要性を痛感できる研修でした。研修後
のアンケートも、
「ICFについても理解を深めることができ
ました。
「
」このような研修があればまた参加したい。
」
「 実際の
業務に活用できるものだった。」
「とても分かりやすかった。」

6

ケアマネジメント研修現任者編

とのご意見も頂きました。
「 新任者編 」では、
福岡市住宅改造相談
センターの方から福祉用具・住宅改修の基本
的な考え方、
住宅改修の実際など写真を用い
ての講義がありました。
相談員の方へ直接
質問や相談ができ、福祉用具展示コーナー
見学での体験をまじえた説明等、
とてもわか
第2回事例検討会
りやすく、
理論的なことから実際的なもの
までとても役に立つ研修でした。
今年度の研修を通してケアマネに必要な知識や技術は幅
広く奥深いという事を改めて認識致しました。
今後もより実
際的でわかりやすい研修を企画することで、
少しでもスキル
アップや質の向上のお役にたてることを願っております。
（花筏会 彌永）

在宅サービス
部 会

在宅サービス部会は、今年度も５回の研修会を行いました。
第一回 「高齢者を火災から守る方法」
第二回 「高齢者の食事と薬の関係について」
第三回 「生活保護制度について」
第四回 「介護者の心の健康」
第五回 「在宅サービスにおけるリスクマネジメント」
第一回は研修室から飛び出し防災センターでの災害
疑似体験でした。参加者は日頃の疲れを吹き飛ばすかの
様に大きな声を出し、楽しく為になる研修会でした。
第二回・第三回は以前の研修会アンケートの中で もう一
度 という声が多かった「薬」と「生活保護」を取り上げまし
た。ご希望が多かった研修という事から参加者も目標より大
幅に増え、特に「生活保護」にいたっては目標数40名に対し
て、
１１７名もの参加者が集まりました。大変活発な意見が出
て時間になっても質問が途絶えず、終了してからも講師へ質
問されてた位で有意義な研修会でした。また、参加者の数か
らも介護に携わる事業所が日々の業務の中で疑問に思う事
が多いテーマのひとつなのだと改めて実感いたしました。
第四回は介護者の精神面にスポットを当てた研修を行い
ました。実際に参加者のほとんどが、かなりのストレスをた
めており今回の研修を今後の介護に役立てるよう、
介護者
自信の心を健康に保って気持ちを楽にするキッカケになれ
ばと思いました。

今年度は、講演方式の研修会
（４回）と施設見学（１回）を実施
しました。みなさまのアンケー
トをもとにこの研修会を行い、
施設としての課題もたくさんあ
る中で、高齢者が生活の中で楽
しく生き生きとした一日を過ご
していただける「レクリェーショ
ン」をテーマにした要望が多く
嚥下困難と介護
、参加者からのアンケートでは、
認知レベルに応じたレク、身近にあるものを利用したレクな
ど、幅広く習得したいとそれぞれの現場の意見や「今後も是
非参加したい」と好評な結果が出ています。
施設介護現場では今後はより医療を含む重度化が予測さ
れ、更に小グループでのケアが求められている今、
「身体拘
束廃止」と「ユニットケア」について有吉病院（鞍手郡宮田町）
の協力を得て、8月に施設見学、2月に講演会を行いました。
院長及び施設職員の方にこの取り組みのプロセスといろい
ろな体験談をお聞きでき、医療の中のくらしからくらしの中
の医療へと変換し、利用者やご家族との信頼関係が深まり安
心した生活をされている様子がわかり、参加者のアンケート
も「ためになった」と感想が多く充実した研修でした。

生活保護について

今年度最後の研修会に
なる第五回は、
「リスクマネ
ジメント」。このテーマは
在宅サービスにおけるリスクマネジメント
どの事業所も重要性を認
識している事だとは思いますが、様々な要因からトラブルは
発生するものだと思います。しかしながら予防もしくは再発
防止の為に、皆の意識を向上し管理・指導しなければならな
い事がたくさんあります。契約内容などの情報の共有、報告
・連絡・相談の徹底、などなど。即対応しなければいけない内
容だと痛感させられました。良いサービスを行い利用者に
喜ばれるのも大事ですが、介護者を守り、そして事業所を守
るためにも日々のリスクの管理を確実に行うことが必要だ
と思いました。
在宅部会では、今後も介護に従事している皆様の役に立
てる研修会を実施してまいります。たくさんのご意見をお待ち
しております。
（ニチイ学館 竹本）

施設サービス
部 会

ノロウィルス感染症とその対応

「嚥下困難について」
では高齢者の介護における誤嚥性肺
炎などのリスクへの配慮や、口腔ケアの充実が求められてい
る中、嚥下訓練の必要性が、
「排泄ケアについて」では生活の
行動範囲を広げるためには必要不可欠であることを学び、利用
者およびご家族や介護者、更には社会の大きな問題でもあり
ます。
今後も介護の現場におけるさまざまな問題を解決できる
ように、
基本となる知識・技術や資質の向上に役立てるような
研修を実施していきたいと思います。
（城南福祉会 池田）
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平成１６年度の新会員は２６法人です。現在の会員数は２００法人です。
法人名

ＰＲコメント

事業所(サービス種別）

(社福)ちどり福祉会

特別養護老人ホームいきいき八田（介護老人福祉施設、短期入所生活介護）通所
介護事業いきいき八田デイサービス（通所介護）居宅介護支援事業所いきいき
八田（居宅介護支援）さくらヘルパーステーション（訪問介護）

テルウェル西日本(株)

ケアポート高宮（通所介護、訪問介護、居宅介護支援）
特別養護老人ホーム愛の里（介護老人福祉施設、短期入所生活介護）愛の里デイ
サービスセンター（通所介護）ケアプランセンター愛の里（居宅介護支援）介護
老人保健施設ふる里（介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリ）
グループホームふる里（認知症対応型共同生活介護）ケアプランセンターふる
里（居宅介護支援）

(社福)清新会

愛の里で充実した時間をすごしてみませんか？安心
とぬくもりを与えます。
デイサービス体験利用実施中
です。

(有)ほほえみ

気持ちの通じ合う介護、ほっと、安心、いつも、ほほえんで！

ヘルパーステーションほほえみ（訪問介護）

(有)さつき福寿サービス

高齢者の心の安らぎとスタッフの福祉の向上を目指します。

グループホームさつき（認知症対応型共同生活介護）
フクヨ内科医院（介護療養型医療施設、短期入所療養介護、居宅介護支援、訪問介護、
通所リハビリ、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導）

(医)福生会 フクヨ内科医院
(株)白寿会

皆様の暮らしに、安心をご提供いたします。

生涯介護付マイホームゆきやなぎ（特定施設入所者生活介護）

(株)相即

ヘルパーステーション相即（訪問介護）ケアサプライ相即（福祉用具貸与）デイ
サービスいやしの家（通所介護）グループホームいやしの家（認知症対応型
共同生活介護）

(株)住研

中央介護支援サービス（居宅介護支援）中央訪問介護支援サービス（訪問介護）

(有)スマイルケア

親切・丁寧をモットーに皆様の快適な生活を支えます。

居宅介護支援事業所スマイルケア（居宅介護支援）
訪問介護事業所スマイルケア（訪問介護）
アンクラージュ大橋南デイサービスセンター（通所介護）アンクラージュケアプ
ランサービス（居宅介護支援）グループホームアンクラージュ大橋南（認知症
対応型共同生活介護）有料老人ホームアンクラージュ大橋南（特定施設入所者
生活介護）

(株)福岡福祉会
メディカル・ケア・サービス福岡(株)

愛の家グループホーム筥松（認知症対応型共同生活介護）

(有)楽楽

一戸建和風住宅のデイサービスセンターです。

デイサービスセンター楽楽園（通所介護）楽楽園 のんびり （通所介護）

(医)イースタンクリニック

介護老人保健施設（100床）をはじめ、デイケア（50人）、
ヘルパー、居宅介護支援事業を行っています。リハビリが
充実しています。

介護老人保健施設木の葉の里（介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハ
ビリ）イースタンクリニック居宅介護支援センター（居宅介護支援）イースタン
クリニック ヘルパーステーション（訪問介護） 野間医院デイケアセンター（通所
リハビリ）福祉用具レンタルセンター（福祉用具貸与）

(有)福博家政婦紹介所

福博介護家事サービス（訪問介護）福博ケア・プランサービス（居宅介護支援）

(有)だん

安心感と信頼感を持って、ケアプランの相談をして
いただけるように努めています。

だん居宅介護支援センター（居宅介護支援）

飯倉タクシー(株)

介護のことなら安全・安楽・安心のケアサービス・いいくら。

ケアサービス・いいくら（訪問介護）
いわさきクリニックケアプランサービス（居宅介護支援）いわさきクリニックデイ
サービス（通所介護）いわさきクリニック介護センター（訪問介護）いわさき一
教クリニック入院室 いわさき一教クリニック（訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養
管理指導）

(医)いわさき一教クリニック

三善病院

お花畑のある広い敷地、広々とした和風内装の部屋
です。明るい笑顔で元気な一日を過ごして頂くよう
心がけております。

特定非営利活動法人 よかヘルプ

障碍者自身が障碍者のオリジナルな人生設計を
TOTALで応援する！

特定非営利活動法人よかヘルプ（訪問介護）

(有)ケアサービス21

訪問介護と、
「すこやかほーむ」名称で有料老人
ホームの事業を行っております。

ケアサービス訪問介護ステーション（訪問介護）
すこやかほーむ有田（特定施設入所者生活介護）

(社福)百友会

フレンドピーチのサービスを一度御体験下さい。

デイサービスセンターフレンドピーチ（通所介護）ケアハウスフレンドピーチ

(有)ケアパルクたんぽぽ

笑顔で、あたたかい心でお役に立ちたい。

ケアパルクたんぽぽ（訪問介護）ケアプランたんぽぽ（居宅介護支援）

三善病院（介護療養型医療施設、短期入所療養介護）
おおなデイケアセンター（通所リハビリ）

おあしす長丘（特定施設入所者生活介護）ケアプランおあしす長丘（居宅介護支援）
デイサービスおあしす長丘（通所介護）グループホームおあしすありた（認知症
対応型共同生活介護）ケアプランおあしすありた（居宅介護支援）デイサービス
おあしすありた（通所介護）

(有)中山メディカル・サービス
(株)優絢商事

雄大な若杉山を目の前に緑美しい所です。

介護付有料老人ホームよかよかの郷（特定施設入所者生活介護）

(株)新希望

今までの生活や暮らし方を尊重した心地よい生活
空間を提供します。

ケア・ラポート南風台（特定施設入所者生活介護）
・ケア・ラポート野間（特定施設
入所者生活介護）

当会も平成12年12月に発足し、5年目を迎えています。介護サービスを取り巻く状況も、施設でのノロウイルスの感染や介護
職員による事件、また大きくは介護保険制度の改革など、サービスの質の問題と制度に対応した取り組みをどのようにしてい
くのかなど、課題は山積しています。今年度は、協議会として緊急的な課題に対し、タイムリーに研修などが開催できたのではな
いかと思います。
各委員会・部会の研修やフェスタ、交流会などは各委員や実行委員の皆さんの参加の下に運営されています。
今後ともたくさんの方のご協力をお願いします。
（事務局 牧本）

発 行 元
発 行 日
問い合せ先
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