
第 1 号議案 

平成２９年度 事業報告書 
特定非営利活動法人 エナガの会 

１、活動の成果 

急速に進行する少子高齢化社会においては、地域で医療と介護の専門家が連携して医

療介護サービスを提供していくことが不可欠です。これは、専門家ならば、誰もが認識

していることですが、現実は中々難しく、課題がたくさんあります。そのような中、エ

ナガの会は、在宅医療を行う中村治正医師の声かけで、平成２１年３月より、神戸市垂

水区を中心に、医療・介護の専門職の連携を促進させるための研修会やイベントを行っ

てきました。また同時に、地域住民の皆様へ、医療・介護に関する情報や仕組みを分か

りやすく伝えるため「演劇」を通じた活動を行ってきました。医療と介護の専門職の連

携促進と、地域住民の医療・介護への理解が進むことが、これからの少子高齢化社会に

おいて重要であると考えているからです。 

 

平成２９年１１月２３日（日）には、垂水区勤労会館レバンテホールにて、垂水区医

療介護サポートセンターとの共催で「裕次郎さんのまちづくり宣言！～認知症の人にや

さしいまち！３つの提

言～」を上演し、認知症

の人にやさしい町にす

るために、地域で何をす

るべきなのか？を伝え

ました。この劇には、垂

水区長をはじめ、行政・

医療・介護の専門職が総

勢７０名出演しました。７０名が協働することで結束が高まりました。そして、３２７

名の地域の方が観て下さり、認知症の方にやさしいまちにするためにどうしたらいいの

かを考えて下さいました。（アンケート結果を添付しています） 

 

垂水区では、エナガの会の活動もあり、行政、医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護

ステーション、ケアマネジャー連絡会、介護サービス事業所、救急隊等との「顔の見える

関係」が形成されており、医療と介護の連携が促進されてきています。 

 

噂を聞かれた神戸市北区、北神地域の専門家の皆様から、垂水区の演劇活動を導入したい

と申し出があり、運営ノウハウの提供や脚本の協力を行いました。３月２４日（土）には、

北神戸区民センターありまホールにて「裕次郎さん、認知症サポーターになる！～医療と

介護と地域で支えるための５か条～」を上演。こちらも大変好評でした。 



このような垂水区の活動は、厚

生労働省の目にもとまり、平成

２９年１２月８日、厚生労働省

在宅医療会議ワーキンググルー

プにて活動報告を行いました。

この内容は、厚生労働 HP（htt

ps://www.mhlw.go.jp/stf/ 

shingi2/0000187284.html）よ

り閲覧可能です。 

 

エナガの会は、平成２９年９月よりＮＰＯ法人となりました。地域の自治会へ専門職を派

遣する研修事業も始めました。また、空き家を活用して、地域の集い場の立ち上げを企画

しており、空き家の下見を始めています。今後、さらに活動を発展させ、地域における医

療介護サービスの充実と地域の皆様の安心した生活の支援に努めたいと思います。 

 

２、特定非営利に係る事業 

 

（１）垂水区市民フオーラムの開催 

    日 時：平成２９年１１月２６日（日） 

           垂水レバンテホール 

    内 容：演劇の上演 

      「裕次郎さんのまちづくり宣言！ 

  ～認知症の人にやさしい町！３つの提言～」 

       （参加者：327名 出演：70名） 

       （懇親会：61名） 

（詳細は別紙参照） 

 

 

（２）研修事業 

    ①医療、介護の専門職を対象とした多職種連携促進の為の研修 

～多職種で行う事例検討会。事例の作成から企画・進行まで～ 

 

・第７回 神戸市認知症サポート医フオローアップ研修 

  内容：「全てを拒否する認知症の方を他職種連携でサービスにつなげた事例 

          ～その時の判断と行動～（講演と事例検討会）」 

日時：平成３０年１月１３日（土） 神戸市医師会会館 

 

 



・垂水区医療介護サポートセンター  

内容：「ケアカフエ ～テーマ：看取り～ 」 

日時：平成３０年３月 ３日（土） 垂水区医師会館 

 

・神戸市介護サービス協会第 3回全体研修会 

内容：「緊急時の連携と対応 

  ～介護従事者として、その時慌てないために～（事例検討会）」 

日時：平成３０年３月１０日（土） 神戸市民福祉交流センター 

 

・垂水区・西区地域連携多職種研修会 

  内容：「事例検討会  認知症の早期発見・早期受診が難しい事例への対応」 

日時：平成３０年 5 月１９日（土） 西神オリエンタルホテル 

 

    ②地域住民向け啓発研修 

 ・垂水区桃山台給食会講演  

内容：「虫歯と歯周病を予防して、桃山台が元気になる話」 

日時：平成３０年４月２７日（金） 桃山台地域福祉センター 

 

・垂水区桃山台・つつじが丘 民児協研修会 

内容：「認知症サポーター養成講座」 

  日時： 平成３０年 6 月 ７日（木）桃山台地域福祉センター 

 

    ③医療・介護事業所向け研修 

・有料老人ホームＭボヌール職員研修 

 内容：「高齢者虐待防止研修」 

        日時：平成３０年２月１９日（月）有料老人ホーム Mボヌール 

          平成３０年３月１９日（月）有料老人ホーム Mボヌール 

 

    ・行事企画研修 

内容：「驚きと感動を提供する企画の達人になる！」 

        日時：平成３０年４月２５日（水） 

       ④その他 

エナガの会 設立記念シンポジウム 

   内容：「記念講演 ＋ シンポジウム」 

   日時：平成３０年２月１７日（土） 

          垂水区レバンテホール 

         （記念講演＋シンポジウム：200 名）

 （懇親会：70 名）  



   ＜記念講演＞ 

「心をつなぐ他職種の輪 

～厚生労働省での神戸市垂水区の取り組み報告より～」 

                特定非営利活動法人エナガの会 代表理事 中村治正 

                               

      ＜シンポジウム＞ 

     「拡がる垂水区の取り組み 

～これで私たちの地域も他職種連携が活性化しました～」 

          座長     

特定非営利活動法人エナガの会  理事 藤井芳夫  先生 

           

シンポジスト 

神戸市長田区医師会長         久次米健市 先生 

              神戸市北区医師会副会長        近藤誠宏  先生 

              淡路市医師会会長           松田聡   先生 

        

進行：デイサービスセンター彩樹の家 管理者 常深祐司 氏 

 

 

（３）各地域の多職種連携促進サポート活動 

   ～地域における医療・介護多職種チームによる地域住民むけ啓蒙演劇活動の支援～ 

    ①神戸市長田区 医療介護連携サポートセンターへの協力 

内容：演劇上演「退院しても、１人で暮らし続けられるって本当？」 

     日時：平成２９年１２月７日（水）神戸市防災コミュニテイセンター 

＜支援内容＞ 

       ・多職種の協働による演劇活動の運営方法の助言 

・脚本の執筆と提供、音響ＤＡＴＡの提供 

 

    ②神戸市北区 北神医療介護サポートセンターへの協力 

      内容：演劇上演「裕次郎さん、認知症サポーターになる！」 

      日時：平成３０年３月２４日（土）北神区民センター ありまホール 

     ＜支援内容＞ 

       ・多職種の協働による演劇活動の運営方法の助言 

       ・練習への参加・指導 

（12/20, 1/17, 1/24, 1/31, 2/7, 2/14, 2/21, 2/28, 3/7, 3/15, 3/22） 

       ・脚本の執筆と提供 

       ・公演時の映像、音響支援 

 



３、事業実施体制 

（１）会議に関する事項 

     平成３０年 

１月２５日（木） 第１回理事会                    なかむらクリニック 

２月１５日（木） 設立記念シンポジウム打合せ   彩樹の家 

３月 1 日（木） 介護サービス協会研修打ち合わせ 垂水区医師会館  

４月 １日（日） 空き家下見・打ち合わせ         垂水区千代が丘 2 丁目 

４月 ９日（月） 5 月 19 日研修打ち合わせ   武田薬品 神戸営業所 

４月１８日（水） 打合せ        なかむらクリニック 

４月２６日（木） 5 月 19 日研修打ち合わせ     武田薬品 神戸営業所 

４月１３日（水） 空き家見学、打ち合わせ     垂水区千代が丘 2 丁目 

６月２７日（水） 第 2 回理事会     なかむらクリニック 

 

（２）事務局体制 

    代表理事 １名 

     副代表  １名（各種窓口担当） 

     理事   １名（各種企画） 

 

（３）会員 

    正会員 （個人）２８名 （法人）３法人 

    賛助会員（個人） ２名 

 

（４）ボランテイア 

    今年度はありませんが、今後は、地域活動等への参加を考えています。 

 

（５）連携グループ 

    垂水区医師会、垂水区薬剤師会、垂水区歯科医師会、神戸市垂水区役所 

神戸市ケアマネジャー連絡会垂水支部 

  



（別紙） 

垂水区市民フォーラム出演者一覧 

  石ケ原裕次郎  久次米健市 （くじめ内科（長田区）・医師） 

  石ケ原かね子  三善敬子  （佐野記念アットホーム・ケアマネジャー） 

  タクシー運転手 厚東哲治  （めぐみ調剤薬局・薬剤師） 

  裕次郎娘  内田志緒利 （西区医療介護サポートセンターコーディネーター・看護師） 

  裕次郎娘婿  小寺孝治  （垂水区保健福祉部健康福祉課・課長） 

  裕次郎孫娘  冨田英里奈 （神戸市保健福祉局高齢福祉部介護保険課在宅支援係） 

  キャスター  常深裕司  （デイサービス彩樹の家・介護スタッフ） 

  専門家  勢力吉廣  （せいりき薬局・薬剤師） 

  医師１  梅本善哉  （梅本消化器クリニック・医師） 

  医師２  生方亨司  （洪南クリニック・医師） 

  医師３  森田瑞穂  （神戸医療センター（須磨区）・医師） 

  住民１  高岡健志  （居宅介護支援まにまに・ケアマネジャー） 

  住民２  喜田桃世  （垂水区社会福祉協議会・生活支援コーディネーター） 

  住民３  所みずえ  （神戸掖済会病院・社会福祉士） 

  住民４  森本みどり （名谷病院・看護師） 

民生委員  玉置悦子  （スマイルライフ・ケアマネジャー） 

  高橋さん  須賀紀子  （垂水名谷あんしんすこやかセンター・看護師） 

  歯科医師  田口雅史  （田口歯科医院・歯科医師） 

  消防士１  安藤健彦  （垂水消防署・査察係長） 

  消防士２  藤井圭介  （垂水消防署・救急隊長） 

  消防士３  村尾洋一  （垂水消防署・救急隊長） 

警察１  戎智史  （名谷病院・理学療法士） 

警察２  関灘成美  （垂水消防署・救急隊員） 

  救急隊１  加藤泰一  （垂水消防署・救急係長） 

  救急隊２  村尾洋一  （垂水消防署・救急隊長） 

  救急隊３  関灘成美  （垂水消防署・救急隊員） 

  母親   粟田宮子  （西部しあわせ訪問看護ステーション・看護師） 

  小児科医  相原浩輝  （あいはら子どもクリニック・医師） 

  山田さん（声のみ） 林肇英  （桃山台ふれあいのまちづくり協議会・委員長） 

  往診医師  中村治正  （なかむらクリニック・医師） 

  訪問看護  重久裕美子 （西部しあわせ訪問看護ステーション・看護師） 

  認知症専門医  花田進  （花田神経内科クリニック・医師） 

  地域包括  植田裕美  （塩屋あんしんすこやかセンター・支えあい推進員） 

  オレンジチーム１ 松崎洋子  （認知症初期集中支援担当コーディネーター・保健師） 

  オレンジチーム２ 古東美鈴  （認知症初期集中支援担当コーディネーター・看護師） 

  オレンジチーム３ 植田昌美  （認知症初期集中支援担当コーディネーター・看護師） 

  認知症サポート医 藤井芳夫  （藤井内科クリニック・医師） 

  ケアマネジャー 菅野由紀子 （スマイルライフ・ケアマネジャー） 

  佐藤さん  近藤明徳  （こんどう歯科・歯科医師） 

  佐藤妻  中島久美子 （名谷すみれ苑・ケアマネジャー） 

  歯科医師  春藤泰之  （春藤歯科医院・歯科医師） 



  歯科衛生士  原田さとみ （兵庫県歯科衛生士会・歯科衛生士） 

  娘   楠本美香  （舞子すみれ園・社会福祉士） 

  医師   百道敏久  （名谷すみれ苑・医師） 

  デイ職員１  鈴木健太郎 （サニーサイドすず・所長） 

  デイ職員２  荏開津可奈 （ケアサービスしらゆり・ケアマネジャー） 

  薬剤師  遠藤陽子  （光和調剤薬局・薬剤師） 

  ヘルパー  中澤早織  （垂水区医療介護サポートセンターコーディネーター・看護師） 

  電気屋さん  小黒啓資  （タルイ会館舞子・１級葬祭ディレクター） 

  地域包括  友清正雄  （本多聞あんしんすこやかセンター・主任ケアマネジャー） 

  歯科医師  神尾雅之  （かみお歯科医院・歯科医師） 

  作業療法士  上田乃輔  （名谷病院・作業療法士） 

  運転住民  本多章浩  （垂水区保健福祉部・部長） 

  社協   森田晃世  （垂水区社会福祉協議会・地域福祉ネットワーカー） 

  しおかぜ職員  原田幸男  （塩屋コミュニティバスを走らせる会・会長） 

  移動販売販売員 今井宏徳  （エレガーノ甲南（東灘区）・介護福祉士） 

  認知症の人と家族の会  

酒井邦夫  （認知症の人と家族の会兵庫県支部・世話人） 

  介護者  小林貴子  （垂水区社会福祉協議会・地域福祉ネットワーカー） 

  住民   宅美伸哉  （サポートクラブゆう・ケアマネジャー） 

  介護福祉士  林由美子  （桃山台あんしんすこやかセンター・主任ケアマネジャー） 

  若い職員  林義紀  （佐野記念アットホーム・社会福祉士） 

  訪問看護師  山下ゆかり （すすむ会訪問看護ステーション・看護師） 

受付係  平井里佳  （垂水保健センター・保健師） 

  ナレーター  北畠啓成  （池垣クリニック・ケアマネジャー） 

  区役所職員  古川真里  （垂水保健センター・保健師） 

垂水区長  山田恒子  （垂水区・区長） 

 

STAFF 

総合責任者  中村治正  （なかむらクリニック・医師） 

  劇監督  山本哲也  （垂水区医療介護サポートセンターコーディネーター・薬剤師） 

  演技指導  清水弘喜  （フォレストケア・ケアマネジャー） 

  脚本   木村和弘  （社会福祉法人ひとまる会・社会福祉士） 

  楽曲作成  相原浩輝  （あいはら子どもクリニック・医師） 

  ピアノ演奏  相原浩輝  （あいはら子どもクリニック・医師） 

  音響   木村和弘  （社会福祉法人ひとまる会・社会福祉士） 

  スライド製作  山本哲也  （垂水区在宅医療・介護連携支援センター・薬剤師） 

  スポットライト 金田永子  （西部しあわせ訪問看護ステーション・看護師） 

   塩田明美  （訪問看護ステーション日向・看護師） 

  大道具  清水弘喜  （フォレストケア・ケアマネジャー） 

  カメラ撮影  斎藤優子  （フタツカ薬局・薬剤師） 

 

 

 



垂水区市民フォーラムアンケート結果 
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理解できた だいたい理解できた 解りにくいところがあった 難しかった 未記載
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運転免許証を返納しても困らないまち

安心の医療と介護で、暮らし続けられるまち

誰もが役割を持ち続けられるまち

既にそうだ できる 難しい 未記載


