
平成28年度  一般社団法人栃木県老人保健施設協会
社員総会が開催される
■ 日時：平成28年５月24日㊋  15時00分
■ 会場：ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）

　社員総会は正会員57名中56名（うち代理人11名、委任
状37名）の出席が確認され矢尾板会長のあいさつにて始
まりました。社員総会における議長は矢尾板会長が選出
され、議事録署名人は｢ヴィラフォーレスタ（森の家）｣
「いこいの郷」がそれぞれ指名されました。

●第１号議案「平成27年度事業報告及び収支決算について」
　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●第２号議案「平成28年度事業計画（案）及び収支予算

（案）について」
　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●平成28年度熊本地震に関する取扱いについて
　平成28年度熊本地震に関する取扱いについて、栃木県
高齢対策課から発出された文書の説明及び全国老人保健
施設協会から発出された緊急支援物資等についての文書
の説明を行いました。

◆平成27年度事業報告
１　事務局会活動報告
　⑴社会福祉法人栃木県社会福祉協議会との事務委託契

約の締結
　⑵監事監査の実施（平成26年度収支決算）
　⑶理事会・社員総会・事務局会の開催（詳細は別項参

照）
　⑷平成27年度会費の請求（納入率100％）
　⑸各種表彰への推薦（全老健会長表彰は栃木県支部と

して推薦）
　【厚生労働大臣表彰】
　　　にしかた　　　　　　　事務長　　尾津　朋裕 氏
　　　マロニエ苑　　　　　　相談室長　河原　典子 氏
　　　宇都宮シルバーホーム　　　看護師　　中村　裕子 氏
　　　白楽園　　　　　　　　支援相談員　加藤　淳市 氏

　【全老健会長表彰】
　　　該当なし
　【栃木県知事表彰】
　　　該当なし
　【宇都宮市長表彰】
　　　宇都宮シルバーホーム　  介護福祉士　　小林　桂子 氏
　　　白楽園　　　　　　看護師　　　　柏淵　史子 氏
　　　白楽園　　　　　　介護支援専門員　小堀　実保 氏
　　　陽南　　　　　　　理学療法士　　三浦あゆみ 氏
　　　陽南　　　　　　　事務課長　　　信野　典子 氏
　　　陽南　　　　　　　看護師　　　　相本　立子 氏
　⑹交流事業の実施
　【会員交流会】
　　日　時：平成27年５月27日㈬　17時45分～
　　場　所：ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）
　　参加者：54名/16施設
　⑸公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部として
　【第26回全国介護老人保健施設大会　神奈川】
　　期　日：平成27年９月２日㈬～４日㈮
　　場　所：（神奈川県横浜市）
　　座長の派遣：矢尾板誠一 氏（今市Ｌケアセンター）
　　　　　　　　横地　正之 氏（マロニエ苑）
　　　　　　　　樋口　忠義 氏（安純の里）
　　　　　　　　須田　啓一 氏（かみつが）

　　会員施設の職員参加の促進
　【第43回関東甲信越ブロック事務長会】
　　期　日：平成27年６月19日㈮
　　場　所：袋田温泉　思い出浪漫館（茨城県大子町）
　【第44回関東甲信越ブロック事務長会】
　　期　日：平成27年11月６日㈮
　　場　所：水上温泉　松乃井（群馬県みなかみ町）

　【代議員・予備代議員、支部長の選出等について】
　　支部総会（書面表決）　平成28年３月18日㈮
　　　代議員　　今市Ｌケアセンター　矢尾板誠一 氏
　　　　　　　　陽南　　　　　　　　石川　玄子 氏
　　　予備代議員　宇都宮シルバーホーム　　藤沼　澄夫 氏
　　　　　　　　安純の里　　　　　　松永安優美 氏
　　　支部長　　マロニエ苑　　　　　高木　邦格 氏

協会の活動
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２　委員会活動報告
　⑴広報委員会
　　•委員会の開催（年４回）
　　•活動報告のホームページ掲載（取材活動：年４回/

掲載：年４回）
　　・研修会開催通知のホームページへの掲載
　⑵研修委員会
　　•委員会の開催（年４回）
　　•栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センター
　　　研修委員会への出席
　【第１回職員研修会】
　　日　時：平成27年９月11日㈮　10時～16時15分
　　場　所：とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
　　参加者：99名/33施設
　　内　容：
　　○事例発表：13事例/13施設
　　◆事例①
　　　利用者のストレングス（強み）に注目した関わり
　　　お達者倶楽部　　　　理学療法士　若菜　善樹 氏
　　◆事例②
　　　下剤に頼らない排便コントロールを目指して
　　　グリーンヒルズ21　　介護福祉士　森山　広美 氏
　　　　　　　　　　　　　支援相談員　河内　　操 氏
　　◆事例③
　　　当施設における看取りケアの取り組み
　　　　～その人らしい最期を迎えて頂くために～
　　　野沢の里　　　　　　介護福祉士　市村　祐子 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　猪股　祐子 氏
　　◆事例④
　　　“個別ケア継続用紙”の見直しについて
　　　あそヘルホス　　　　介護福祉士　藤田　里江 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　岩澤　玲子 氏
　　◆事例⑤
　　「腰痛なんて怖くない」
　　　とちの実　　　　　　介護福祉士　松尾　聡美 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　荒川　健司 氏
　　◆事例⑥
　　　自宅生活へ向けての取り組み
　　　宇都宮アルトピア　　介護職　　　田野實友和 氏
　　　　　　　　　　　　　介護職　　　斎藤　　梢 氏
　　◆事例⑦
　　　自分史作りで変わった介護観
　　　ヴィラフォーレスタ（森の家）
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　野城　淳也 氏
　　◆事例⑧
　　　レクリエーションってなに？
　　　かみつが　　　　　　介護福祉士　上田　俊介 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　小川　晴子 氏

　　◆事例⑨
　　センサー使用終了確認表を作成して
　　　うつのみや病院附属介護老人保健施設
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　渡邊　礼香 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　仲山　陽子 氏
　　◆事例⑩
　　　適切なおむつのアイテム使用で快適に
　　　～「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」意識でコストダウン～
　　　いずみ　　　　　　　介護福祉士　赤羽　恵子 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　船見　　涼 氏
　　◆事例⑪
　　　脱“胃ろう”　～好きなものから食べよう 経口摂取

への取り組み～
　　　陽南　　　　　　　　言語聴覚士　坂根　真依 氏
　　　　　　　　　　　　　管理栄養士　阿久津友子 氏
　　◆事例⑫
　　　入職者の受け入れを見直そう！
　　　宇都宮シルバーホーム　介護福祉士　帖佐　瑞穂 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　阿久津富美江 氏
　　◆事例⑬
　　　ターミナル期の外出支援を振り返って
　　　マロニエ苑　　　　　看護師　　　新井　祥子 氏
　　　　　　　　　　　　　介護福祉士　藤田まり子 氏

○職種別グループ別意見交換会
　【第２回職員研修会】
　　日　時：平成28年２月19日㈮　10時～15時30分
　　場　所：とちぎ男女共同参画センター（宇都宮市）
　　参加者：72名/34施設
　　内　容：講義「老人保健施設の在宅復帰」
　　　　　　グループワーク
　　　　　　　「在宅復帰の課題、取り組みについて」
　　講　師：国際医療福祉大学大学院　教授
　　　　　　竹内　孝仁 氏

　⑶特別委員会
　　•委員会の開催（年２回）
　【特別講演会（第１回研修会）】
　　日　時：平成27年５月27日㈬　16時15分～17時30分
　　場　所：ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）
　　参加者：75名/29施設
　　内　容：医療・介護の改革と地域包括ケア
　　講　師：国際医療福祉総合研究所　所長
　　　　　　中村　秀一 氏

　【全老健ビギナー・技術研修（第２回研修会）】
　　日　時：平成27年11月26日㈭　９時30分～16時30分
　　場　所：ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）
　　参加者：79名/47施設
　　　　　　※栃老健会員参加者　63名／35施設



　　内　容：｢認知症高齢者の理解とケア」
　　講　師：ＮＰＯ法人シルバー総合研究所
　　　　　　　研究員　渡辺　哲弘 氏
　　内　容：｢介護技術の基本」
　　講　師：介護老人保健施設しょうわ  エキスパート職
　　　　　　一般社団法人ふくしまをリハビリで元気にする会
　　　　　　　理事長　岡本　宏二 氏
　　内　容：｢看取るということ」
　　講　師：全老健　研修委員会委員
　　　　　　　介護老人保健施設しょうわ　
　　　　　　　理事長　佐藤　龍司 氏
　　内　容：｢接遇マナーとコミュニケーション」
　　講　師：株式会社学宣　コミュニケーション・アカデミー
　　　　　　　専任講師　斎之平和也 氏

◆平成28年度事業計画
１　基本方針
　本会は、栃木県内の老人保健施設（以下「老健施設」と
いう。）及び公益社団法人全国老人保健施設協会（以下
「全老健」という。）との相互の密接な連携のもとに老健
施設の向上発展と使命遂行を図り、円滑な運営と業務の研
鑽（けんさん）につとめ、社会の福祉増進に寄与すること
を目的として以下の事項に積極的に取り組むこととする。
　⑴老健施設の管理運営の適正化及び職員の資質向上を

図るための研究に関する事項
　⑵老健施設における職員の教育、研修に関する事項
　⑶老健施設に関する調査及び研究に関する事項
　⑷老健施設の地域活動と普及啓蒙に関する事項
　⑸全老健栃木県支部活動と関連する事項
　⑹関係行政機関、関連団体等との連携と調整に関する

事項
　⑺組織運営（事務局体制の強化等）の検討に関する事

項
　⑻その他本会の目的達成のために必要な事項

２　組織に関すること
　⑴社員総会
　　１回程度開催、組織運営に係る最重要事項の協議・

決議等
　⑵理事会
　　２～３回程度開催、組織運営に係る重要事項の協

議・決議等
　⑶事務局会
　　３～４回程度開催、組織運営に係る事項の協議検討、

未加入施設への会員勧奨等
　⑷事務局
　　総会等の組織運営及び会員施設（57会員）の連携に

係る連絡調整、予算執行等に係る事務処理等

３　各委員会活動に関すること
　⑴広報委員会（県北ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②ホームページによる本会の活動報告、表彰受賞者

の掲載
　　③広報用パンフレット（老健マップ）の作成
　　　●委員長施設　　　同仁苑（大田原市）
　　　●副委員長施設　　マロニエ苑（那須塩原市）
　⑵研修委員会（県央ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②職員研修会の開催　２回開催
　　　●委員長施設　　　野沢の里（宇都宮市）
　　　●副委員長施設　　いこいの郷（宇都宮市）
　⑶特別委員会（県南ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②専門職及び管理職等を対象とした研修会の開催　

１～２回程度開催
　　　●委員長施設　　　あそヘルホス（佐野市）
　　　●副委員長施設　　安純の里（栃木市）
　　　　　　　　　　　　やすらぎの里八州苑（栃木市）

４　公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部の活
動に関すること

　⑴「第27回全国介護老人保健施設大会（大阪府）」の
参加推進（演題登録を含む）

　　期　日：平成28年９月14日㈬～16日㈮
　　場　所：大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル
　⑵全国支部事務担当者会（６月頃開催）の出席
　⑶関東甲信越地区事務長会（６月・11月頃開催）の出席
　⑷全老健会長表彰被表彰者の推薦
　⑸支部事務
　　①会員施設からの変更届等の受理及び全老健事務局

への手続き
　　②全老健が主催する集会等に関する案内及び取りま

とめ
　　③新規開設施設への協会入会促進及び入会手続き
　　④全国老人保健施設連盟への加入促進及び入会手続

き
　　⑤各種全老健主催事業への参加・協力


