
年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ：

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

28 4

施設ケア部

氏　名 所属団体名 役職名
斉藤久子 　北海道看護協会札幌第3支部看護師職能委員会 　看護師職能委員長

　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者
Ｈ28.2 在宅復帰を円滑に進めるために 菅原
Ｈ28.2 目指せ腸内フローラ 清藤
Ｈ38.2 これでいいのかリネン庫 清藤

開催年月日 演題名 発表者
Ｈ27.11. 老健として在宅復帰を目指した3年間から見えてきたもの 斉藤久子

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場
Ｈ27.11 下剤よさらば 神野友江 全道老人保健施設大会



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
Ｈ27.5月 地域包括ケアシステム構築を推進するために 北海道看護協会 斉藤久子
Ｈ27.6月 看取り研修 全国老人保健施設協会 吉野奈美
Ｈ27.7月 地域とつながる看護 北海道看護協会札幌第3支部 アークシティホテル 清藤真由子
H27.8月 虐待防止研修 林恭子
Ｈ27.10月 せん妄と認知症の鑑別 北海道看護協会札幌第3支部 アークシティホテル 清藤真由子
Ｈ27.11月 認定看護管理者研修（ファーストレベル） 北海道看護協会 北海道看護協会 波多野なつみ
Ｈ27.11月 介護施設における看護職のリーダーシップ 北海道看護協会 北海道看護協会 清藤真由子
Ｈ27.11月 高齢者の終末期における倫理的問題 北海道看護協会 北海道看護協会 廣田善美
Ｈ28.2月 医療的ケア教員講習会 廣田善美

開催年月日 研修内容 参加者
H27.8.19 中堅役職者研修（ファシリテーター） 吉野奈美
H27.10.7 看護管理者研修 波多野なつみ、吉野奈美
H27.10.9 看護管理者研修 斉藤久子、清藤真由子
H27.10.27 中堅選抜者研修（ＯＪＴ） 菅原麻美
H27.6.23 コミュニケーション研修(聴く力） 佐藤恵理子
H27.7.15 コミュニケーション研修(話す力） 神野友江
H27.9.30 笑顔引き出す研修 清藤真由子、菅原麻美
H27.10.14 認知症研修 武田勝将

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

Ｈ27.6.1～7.17 高齢者看護実習 札幌保健医療大学 15人 波多野、斉藤

Ｈ27.9.15～9.17 老年看護Ⅰ 札幌医科大学保健医療学部 4人 波多野、鳥本

Ｈ27.9.28～10.16 老年看護Ⅱ 札幌医科大学保健医療学部 4人 波多野、清藤

Ｈ27.1.12～1.29 老年看護Ⅱ 札幌医科大学保健医療学部 4人 波多野、清藤



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

Ｈ27.4.13～4.14 介護実習 ほくやくホールディングス 8名 斉藤、佐藤力

H27.6.4 施設見学 北海道看護協会　訪問看護師養成講習会 6名 斉藤

Ｈ27.11.25～11.26 臨床実習 北海道看護協会　看護職就業促進講習会 1名 斉藤

H27.11.4 施設見学 手稲渓仁会病院　中堅看護師ステップアップ研修 1名 斉藤

H27.5.21 職業体験 倶知安町倶知安中学校 6名 斉藤

H27.11.12 職業体験 北海道教育大学付属札幌中学校 3名 斉藤

開催年月日 研修内容 担当

Ｈ27.4 施設サービスについて、感染予防 斉藤

Ｈ27.10 施設サービスについて、感染予防 斉藤



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

28 4 19

28 施設ケア部

1）ご離床者様に安心・安全なケアを提供できるように、ケアの質の向上を目指
す。
2）接遇やマナー向上に取り組む。
3）研修参加者が得た知識を実践に移し人材を育成します。

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
4月 車いす操作：事故・ケアの質
5月 感染研修：感染
6月 不適切ケア：抑制
7月 事故対策委員会主催研修
8月 褥瘡対策委員会主催研修
9月 不適切ケア：抑制・事故
10月 ノロ研修：感染
11月 記録委員会主催研修
12月 抑制廃止委員会主催研修
1月 褥瘡対策委員会主催研修
2月 事例発表会：ケアの質向上

毎月合同ＭＴ ケア部勉強会
6.9.12.3月 看護師勉強会

月 研　修　名 参加予定等
　　月
　　月
　　月
　　月
　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
　9　月 認定看護管理者（ファーストレベル） 清藤真由子
　　月
　　月

月 学会・研修会名 発表者
　9　月 全国老人保健施設大会 武田勝将
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： 施設ケア部介護課

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

28 4

氏　名 所属団体名 役職名
　 　 　
　 　 　
　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者

開催年月日 演題名 発表者
平成27年11月7日 本人の意思を尊重したケア～一人でなんでも出来る様になりたい～ 岡原和希
平成27年11月7日 褥瘡ケアを通して学んだ事～あきらめないで・・・～ 村太裕子

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
平成27年11月1日 介護福祉士実習指導者講習会 北海道介護福祉士会 西野学園 佐藤力蔵
平成27年12月16日 結核・感染症研修会 札幌市保健所 札幌市保健所 荒谷郁美
平成27年12月5日 ユニチャーム・排泄ケアセミナー ユニチャーム株式会社 ＴＹＰ札幌駅カン 笠原由美・佐武寿子
平成28年2月2日 認知症実務者研修 北海道社会福祉協議会 かでる２．７ 村田守
平成28年3月19日 日本感染管理ベストプラクティス 日本感染管理ベストプラ 北海道自治労会館 佐藤力蔵・村田守・伊豆野祐介

開催年月日 研修内容 参加者
H27 10/27 安全運転勉強会 倉見　伊藤　阿部　山内　伊豆野　笠原
H27 11/19 幹部職員セミナー 岡村　伊豆野　村田　佐藤
H27　12/3 認知症サポーター研修 倉見　青木　福永　山内　岡村　佐藤
Ｈ28　2/23 役職者研修 岡村　伊豆野　佐藤
Ｈ28　3/16 地域包括ケアの今後を学ぶ研修会 笠原　荒谷　植田　佐武　伊豆野　佐藤

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

Ｈ27　4/13　14 日常生活見学・介助 ほくやく新入社員 8名

Ｈ27　11/16　17　 日常生活見学・介助 北海道歯科衛生士専門学校 4名

Ｈ27　12/7　8 日常生活見学・介助 北海道歯科衛生士専門学校 4名



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

開催年月日 研修内容 担当

Ｈ27　6/9 新人フォローアップ研修会 竹中

Ｈ27　7/7　 新人フォローアップ研修会 山内　　

Ｈ27　8/3 新入職員研修会 濱川　

Ｈ27　10/2　3 コミ白新人研修会 岡　

Ｈ27　10/2　3 コミ白新人研修会 田尾　



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

28 4 20

28 施設ケア部　介護課

職員個々のキャリアに合わせた研修計画を立案し研修参加後の課題を実現する

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
4月 事故対策・ケアの質向上委員会主催
5月 感染予防委員会主催
6月 抑制廃止委員会主催
7月 事故対策委員会主催
8月 褥瘡対策委員会主催
9月 事故対策・抑制廃止委員会主催
10月 感染予防委員会主催
12月 抑制廃止委員会主催
1月 褥瘡対策委員会主催
2月 ケアの質向上委員会主催（事例発表）

4月 コミ白新人研修 遠藤・門田
5月 防災講習

月 研　修　名 参加予定等
　５月 ＱＣ手法研修 岡村



３．外部研修参加

４．発表予定

　6月 新人フォローアップ 岡・田尾・濱川
　９月 部署のパワーアップに繋がるＯＪＴ 植田
９月 アサ―ティブネス研修 秋田

　１０月 若手選抜者研修 青木・須田
　　１０月 ロジカルシンキング 荒谷

月 研　修　名 参加予定等
　5月 感染管理研修（ベストプラクティス） 伊豆野・村田
　８月 認知症介護実践リーダー研修 佐藤

　　10月　1月 認知症介護実務者研修 笠原・倉見

月 学会・研修会名 発表者
　11月 　 渓仁会研究発表 矢内

11月 渓仁会研究発表 伊豆野



平成27年度研修実績報告書 リハビリテーション部

１．学会等役職員

２．著書・論文
・ 福島雅弘：地域包括ケアシステムと通所系サービス．北海道作業療法 32：103-112，2015
・ 小山優可，平村敬寛，福島雅弘，石黒正樹：調理動作に着目し自信を取り戻した一事例．北海道作業療法３２：85-85，2015

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

氏　名 所属団体名 役職名
福島　雅弘 公益社団法人北海道作業療法士会 道央東ブロック長
福島　雅弘 北海道福士教育アドバイザー アドバイザー
福島　雅弘 札幌市介護認定審査会 豊平区委員
平村　敬寛 渓仁会グループ研究発表会プログラム委員会 委員
平村　敬寛 北海道言語聴覚士会 白石区担当
水野　弘恵 社福渓仁会事業推進管理委員会 事業推進管理者
水野　弘恵 公益社団法人北海道作業療法士会 白石区担当
高橋　春香 渓仁会グループ　リハビリ研修委員会 委員

発表年月日 演題名 発表者
3月15日 在宅復帰を目指す 水野
3月15日 デイケアの現状と今後の課題 小路
3月15日 リハマネ（Ⅱ）始めました 魚住
3月15日 リハビリテーション会議の成果について 福島
3月15日 住環境整備 山瀬
3月22日 寝たきりから歩行可能となった事例・リハ視点から 岡本
3月22日 グリーフケア 新道
3月22日 作業療法介入プログラム（OTIPM)に沿った作業療法実践の報告 佐竹
3月22日 「リーシルバーマン法」について 平村
3月29日 「（リハビリには）行かない！」 高橋春香
3月29日 認知症の方とのかかわりの変化 和田
3月29日 リハビリの拒否が軽減し、日常生活でも拒否的言動が軽減した事例 小山

11月7日 作業療法士会の事業に参加することによる一次予防の経験

3月29日 症例報告　在宅復帰に向けて 藤井
3月29日 在宅復帰に向けて関わった一事例 渡瀬

開催年月日 演題名 発表者
福島雅弘



   ２）座長・審査員
座長・審査員名

５．発表・座長等

６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

平村敬寛

小山優可 北海道作業療法学会
6月26日

開催年月日 セッション名
11月7日 リハビリテーション１、リハビリテーション４

題名 講演者 会合・会場

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

10月3－4日 家事動作に着目し自信を取り戻した一事例

道OT士会、出張講座、北区
6月17日 介護技術研修、移動・移乗の介助方法 福島雅弘 社会福祉渓仁会本部

10月24日 渓仁会ＧＰリハ講習会・座長 福島雅弘 渓仁会ＧＰ

開催年月日

自立者転倒要因について 山瀬甲人 地域創生学会：北方圏学術情報センターポルト

7月12日 食事（アシスタント） 福島雅弘 環境適応講習会

6月4日 転倒予防について 福島雅弘

7月16日 介護技術研修、移動・移乗の介助方法 福島雅弘 社会福祉渓仁会本部
7月23日 地域包括ケアシステムと生活行為向上マネジメントについて 福島雅弘 道OT士会、東厚白ブロック研修会
9月30日 転倒予防について 福島雅弘 道OT士会、出張講座、白石区
9月29日 「嚥下障害について」 平村敬寛 喜茂別きらめきの郷
9月24日 グループホーム白石の郷研修会「食べるための口づくり」 高橋春香 コミュニティホーム白石デイケア
9月20日 イントロダクトリ―伝達 山瀬甲人 ハンドリングクラブ：定山渓病院
4月～9月 「言語聴覚障害学」非常勤講師 平村敬寛 札幌リハビリテーション専門学校

岩内文化センター・社福渓仁会地域公開セミナー

9月30日 転倒予防について 福島・佐竹 白石親和会（作業療法士会・出張講座）
10月10日 リハビリテーション・マネジメント論 福島雅弘 生活行為向上リハ研修会

地域作業療法学 福島雅弘 日本福祉リハ学院

11月7日 地域包括ケアシステムにおける通所リハビリの役割 福島雅弘 作業療法士会・老年期障害研修会
11月14日 転倒予防について 福島雅弘

4月10日 ハンドリング　communication with CNS モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

11月2日 転倒予防について 福島雅弘 北３２条会館（作業療法士会・出張講座）
12月24日

4月23日 日本作業科学研究会 坂上真理 佐竹輔

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

4月27日 3士会合同市町村窓口担当者合同説明会 道PT・OT・ST士会 福島雅弘

4月23日 ビデオ症例検討会　 モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

4月26日 ハンドリングクラブ ハンドリングクラブ 定山渓病院 山瀬　甲人



5月7日 moving in sit モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

5月14日 ビデオ症例検討会 モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

5月1日 座位 モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

5月21日 sensory system モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

5月9日～5月10日 イントロダクトリⅠ JBITA 札樽病院 山瀬　甲人

5月23、24日 第１６回日本認知症ケア学会大会 一般社団法人日本認知 さっぽろ芸文館・ 高橋春香

5月16日 介護保険制度伝達講習会 北海道老健協会 福島雅弘

6月5日～6月7日 第50回理学療法士学術大会 日本理学療法士協会 東京フォーラム 山瀬　甲人

5月22日、23日 認知症ケア学会　全国学会 認知症ケア学会 小路めぐみ

6月14日 COREの機能とロコモーション～姿勢、動作の評価と体幹機能～ 合同会社gene 小山優可、和田明莉

5月28日 立位 モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

6月18日 ビデオ症例検討会 モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

6月13日～14日 アドバンス：腰部、骨盤帯下肢コースⅠ 日本臨床徒手医学協会 札幌リゾート 山瀬　甲人

7月4日 活動・参加を広げる福祉用具活用のポイント 北海道作業療法士会 和田明莉

6月19～21 第49回日本作業療法学会 日本作業療法士協会 渡瀬剛右

7月21日 地域包括ケアシステムについて 三団体連絡研修会 平村敬寛

6月25日 stop standing モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

8月8日 作業療法神経科学研究会　第１回研修会 作業療法神経科学研究会 和田明莉

7月4日～7月5日 イントロダクトリⅡ JBITA 宮の沢脳神経外科山瀬　甲人

8月9日 生活行為向上マネジメント普及研修 北海道作業療法士会 札幌医療リハビリ 小山優可

8月2日 セルフケアにおける高次脳機能障害に対するアプローチ 北海道作業療法士会 和田明莉

8月19日 高齢者向け住宅の現状と課題（地域リハビリテーション研修会）社協 小路めぐみ

8月8日 市町村窓口担当者OJT講習会 道OT士会 福島雅弘

8月22日 第７回　のみこみ安心ネット札幌 札幌市 札幌医師会館 高橋春香

8月9日 生活行為向上マネジメント基礎講習会 道OT士会 福島雅弘

8月29日 第4回全道研修会in釧路 北海道作業療法士会 和田明莉

8月20日 日本作業科学研究会 坂上真理 佐竹輔

9月3日 渓仁会グループ合同研修会 渓仁会グループ 福島、渡瀬、藤井、小路

8月22日～8月23日 イントロダクトリⅢ JBITA クラーク病院 山瀬　甲人

9月10日 ビデオ症例検討会 モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

9月3日 core stability モアアクティブ モアアクティブ 山瀬　甲人

9月27日 米国整形外科理学療法グローバルスタンダード マニュアルセラピー研究会 札幌円山整形外科山瀬　甲人

9月3日 渓仁会ＧＰ合同研修会 渓仁会グループ さっぽろ芸文館 福島雅弘、平村敬寛

10月 シニアライフカウンセラー養成講座初級講座前編 シニアライフサポート協会 道新プラザDO- 高橋春香

9月24日 日本作業科学研究会 坂上真理 佐竹輔

10月9日 第４５回札幌西円山病院リハビリテーション講習会 札幌西円山病院リハビリ 札幌西円山病院 高橋春香

10月 シニアライフカウンセラー養成講座初級講座後編 シニアライフサポート協会 道新プラザDO- 高橋春香

10月3日 第46回北海道作業療法学会 北海道作業療法士協会 渡瀬剛右

10月17日 20周年記念学術大会 マニュアルセラピー研究会 ロイトン札幌 山瀬　甲人



８．内部研修参加

９．実習指導

10月14日 生活機能向上連携加算及びリハビリマネジメント加算 社協 小路めぐみ

10月9日 地域包括ケアシステムにおけるリハビリテーションの役割西円山病院講習会 西円山病院 福島、平村、小山、小路、高橋、魚

10月11日 作業科学研究会 坂上真理 佐竹

10月3-4日 北海道作業療法学会 北海道作業療法士協会 コンベンションセ 小山、渡瀬、福島

10月24日 作業科学研究会 坂上真理 佐竹

10月9日 作業科学研究会 坂上真理 佐竹

10月31日 作業科学研究会 坂上真理 佐竹
11月 シニアライフカウンセラー養成講座中級講座前編 シニアライフサポート協会 道新プラザDO- 高橋春香
11月6日 北海道老健大会 道・老健協会 芸文館 福島雅弘
11月7日 渓仁会ＧＰ研究発表会 渓仁会ＧＰ コンベンションセ 藤井、和田、渡瀨、魚住、平村、小
11月14日 作業科学研究会 坂上真理 佐竹
11月28日 社会福祉渓仁会リハ研修会 社会福祉渓仁会 水野、和田、渡瀨、魚住、平村、小
12月 札幌西円山病院第４６回リハビリテーション講習会　摂 札幌西円山病院リハビリ 札幌西円山病院 魚住仁美、高橋春香
1月 キャリア支援等研修事業多職種で支えるエンドオブライ 社会福祉法人北ひろしま コンベンションセ 高橋春香
1月9日 地域包括ケアシステムに資するリハビリテーション専門 ＰＯＳ合同冬季研修会 芸文館 福島
1月15日 あおば研究発表会 あおばリハ あおばＨＣＣ 福島
1月24日 アクティビティインストラクター資格認定セミナー 高齢者アクティビティ 和田
1月31日 北海道アクティビティ・ケア・フォーラム in　釧路 高齢者アクティビティ 和田
2月 シニアライフカウンセラー養成講座中級講座後編 シニアライフサポート協会 道新プラザDO- 高橋春香
2月 シニアライフカウンセラー養成講座上級講座 シニアライフサポート協会 道新プラザDO- 高橋春香
2月6日 介護保険改正及び介護報酬の改定について 札幌市社会福祉協議会 小路
2月20日 がんのリハビリテーション 西円山病院 小路、小山、福島
2月20日 地域包括ケアの実践に向けて 北海道リハビリテーション 平村
2月25日 医療保険改正の勉強会 渓仁会グループ 渓仁会ビル 福島
2月27日 市町村アドバイザー養成講座 北海道作業療法士会 平村
2月28日 リハビリテーション業務研修会１ 北海道理学療法士連盟 山瀬、藤井
3月 地域包括ケアの今後を学ぶ研修会 事業推進部キャリア支援 サンビル 高橋春香
3月6日 第４５回札幌西円山病院リハビリテーション講習会 札幌西円山病院リハビリ 札幌西円山病院 高橋春香
3月16日 ふくし用具機器展inさっぽろ２０１５ 福祉用具機器展inさっぽ 札幌市社会福祉 高橋春香
3月16日 地域包括ケアシステムの研修会 社福渓仁会 サンビル 福島、小山、高橋

開催年月日 研修内容 参加者
5月22日 車椅子の勉強会 福島，高橋，小山，岡本，渡瀨，和田，藤井
7月1日 ＰＴ・ＯＴ学会の伝達講習会 福島，水野，平村，魚住，小山，小路，佐竹，山瀬，渡瀨，和田，藤井
9月16日 道ＯＴ学会の発表予演会 福島，水野，平村，魚住，小山，岡本，小路，佐竹，山瀬，渡瀨，和田，藤井
12月8日 環境のワークショップ 福島，水野，平村，魚住，高橋，小山，岡本，小路，佐竹，山瀬，渡瀨，和田，藤井



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 指導担当者

５月１１日～６月５日 評価実習 札幌医学技術福祉歯科専門学校 2 高橋春香

11月9日～11月27日 評価実習 新潟医療福祉大学 1 高橋春香

11月23日～12月13日 評価実習 日本福祉リハビリテーション学院 1 佐竹輔

８月３１日～９月４日 見学実習 日本福祉リハビリテーション学院 2 渡瀨，和田

８月１７日～９月２５日 総合実習 札幌医大保健医療学部 1 岡本知子

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

４月６日～４月１３日 札幌西円山病院，定山渓病院，手稲渓仁会病院 25 全スタッフ渓ＧＰ新人見学実習

開催年月日 研修内容 担当

5月7日 研修開始、オリエンテーション 福島

5月8日 社福リハ室の組織と老健の役割 福島

5月11日 見学　利用者様との接し方 高橋

5月12日 見学　ご家族との接し方 魚住

5月13日 見学　言語聴覚士法の再確認 平村

5月14日 リスクマネジメント 福島

5月15日 介護保険制度について 水野

5月18日 認知症について 水野

5月19日 運動学習について 小路

5月25日 片麻痺の障害像 福島

5月26日 知覚と運動 福島

5月27日 学習療法について 魚住

5月28日 聴覚スクリーニング検査方法について 平村

6月1日 シーティングについて 高橋

6月2日 食事動作について 福島

6月3日 変性疾患 小山

6月4日 高次脳機能障害について 岡本

6月5日 スーパートランス方法について 岡本



12．公益的事業（予防事業、地域清掃等）

13．ケーススタディ・ワークショップ
： ワークショップ　　11回，　ケーススタディ　　11回

１4．輪読会
： 　　　35回

6月8日 片麻痺の障害像 福島
6月9日 12神経の機能と評価 平村
6月10日 12神経の機能と評価 平村
6月11日 球麻痺と仮性球麻痺 平村
6月12日 失語症の責任病巣 平村
6月15日 カルテの記入 小山
6月16日 集団療法 高橋、魚住
6月22日 失語症　初回面接の方法 魚住
6月23日 失語症　評価編Ⅰ 魚住
6月24日 失語症　評価編Ⅱ 魚住
6月25日 失語症　検査結果の判断 魚住
6月26日 失語症　分類と訓練編 魚住
6月29日 失語症　訓練方法の選択 魚住
6月30日 失語症重度の訓練編 魚住

開催年月日 研修内容 参加者
4月28日 地域清掃 福島雅弘
5月26日 地域清掃 福島雅弘、小山優可
6月30日 地域清掃 小山優可、岡本知子
7月28日 地域清掃 小山優可、岡本知子、小路めぐみ、福島雅弘
8月25日 地域清掃 福島雅弘、和田明莉、小山優可
9月29日 地域清掃 岡本知子、小路めぐみ、福島雅弘
9月30日 転倒予防教室 佐竹輔、福島雅弘
8月2日 第42回全道集会in札幌 渡瀬剛右、藤井宏樹
11月2日 転倒予防教室 福島雅弘



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

Ｈ28 4 1

28 リハビリテーション部

・スタッフの継続的なレベルアップにより，日々の業務においてその知識・スキル
を利用者に還元すること．

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
毎月１回 ワークショップ 全員
毎月１回 ケーススタディ 全員
毎週１回 輪読会 全員
毎月１回 ＯＴ勉強会 ＰＴ，ＯＴ，外部スタッフ

３月 リハ部研究発表会 全員

月 研　修　名 参加予定等
　　10月 法人ＧＰリハビリ研修会 全員
　　11月 法人ＧＰ研究発表会 全員
　　11月 社福）リハ部門研修会 全員
　　月
　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
　　６月 全国理学療法学会 藤井，山瀬
　　９月 全国作業療法学会 和田他１名
　　６月

月 学会・研修会名 発表者
　　６月 認知症ケア学会 高橋
１０月 法人ＧＰ研究発表会 数名



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ：

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

28 4 20

氏　名 所属団体名 役職名
　 　 　
　 　 　
　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者
2月 新しいレクレーションの取り組み 加藤

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

開催年月日 研修内容 参加者
2015.5.12 AED研修 佐藤鈴木加藤細谷岩本鳥本
2015.8.27. BSC研修 鳥本
2015.6.23 コミュニケーション研修 鈴木
2015.7.15 コミュニケーション研修 細谷
2015.9.9 コミュニケーション研修 加藤
2015.9.30 レクレーション研修 鳥本鈴木佐藤岩本
2015.9.30 レクレーション研修 鳥本鈴木佐藤岩本
2015.10.14 認知症ケア研修 佐藤

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

2015.9.15～2015.917 介護実習 医科大学保健医療学部 4 鳥本



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

開催年月日 研修内容 担当



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

28 4 20

28 通所リハビリテーション

 施設内研修の他、キャリア支援室の研修へも積極的に参加する。
自分の受けたい研修への参加をしスキルアップ

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
車椅子操作研修 全職員

接遇研修
感染研修
防災研修

月 研　修　名 参加予定等
６　　月 アンガ‐マネージメント研修 1名予定
７　　月 地域ネットワークづくり 1名予定
８　月 認知症研修 1名予定
９　月 介護力向上研修 1名予定

１０　　月 業務改善のための質問研修 1名予定
11　月 認知症倫理研修 1名予定

月 研　修　名 参加予定等
　　月
　　月
　　月

月 学会・研修会名 発表者
　　月
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： 支援相談課

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

28 4 28

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 セッション名 座長名
平成27年11月7日 癒し・療養環境 南部課長

開催年月日 題名 講演者 会合・会場
平成27年6月26日 札幌シニア福祉機構　　モニタリングの目的と視点 山田 北農健保会館　3階　芭蕉

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
H27.6.25 高齢者虐待 白石第一、第三包括 白石区民センター 加藤
平成27年9月16日 事例から学ぶ相談員の事故対応セミナー あいおいニッセイ同和損 千代田ビル 佐々木
平成27年11月6、7日 北海道老健施設大会 北海道老人保健施設協 さっぽろ芸文館 山田
H27.10.14 虐待かも・・と思ったら 白石第一、第三包括 白石区民センター 佐々木
H27.4.25 医療と介護の連携を考える 北海道慢性期医療協会 社会福祉総合セ 山田、加藤、富樫
Ｈ28、1、22 介護サービス事業者集団指導 札幌市 ＷＥＳＴ19 山田
H27.12.18 手稲区医療セミナー 渓仁会 渓仁会本部 山田
Ｈ28、3、16 地域包括ケアの今後を学ぶ研修会 法人本部 社福法人本部 山田、佐々木、加藤



８．内部研修参加

９．実習指導

１０．研修受け入れ

開催年月日 研修内容 参加者
平成27年7月3日 食中毒研修 山田、佐々木
平成27年7月6日 メンタルヘルス研修 山田、佐々木、加藤
平成27年7月9日 感染症研修 山田、佐々木、加藤
平成27年9月15日 接遇研修 山田、佐々木、加藤、森
平成27年10月28日 安全運転研修 加藤
平成27年10月30日 感染対策研修 山田、森
平成27年11月9日 地域包括ケアシステムについて 山田、佐々木、手塚、加藤、森、佐藤
平成27年11月26日 認知症サポータ―講座 山田、佐々木、加藤、森
平成27年11月17日 役職者研修 山田、佐々木
平成27年12月14、24 コミ白の目指す在宅復帰 佐々木、山田、手塚、加藤
平成27年12月18 山田
2016/2/4、19 事例発表会 山田、佐々木、加藤

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者



１１．新人研修

１２．その他

開催年月日 研修内容 担当



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

28 4 1

28 支援相談課

幅広いソーシャルワーク業務遂行のためにも各種研修等への参加と自己啓発で
きるような内部研修にも取り組んでいく。

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
月1回 支援相談課　勉強会 相談課全員
定例 感染予防研修 相談課全員

開催時 メンタルヘルス関連研修会 希望者、管理職
開催時 接遇研修 相談課全員

月 研　修　名 参加予定等
5月13日 地域連携とチーム連携の理解をする研修 加藤

6月22日 アンガ―マネジメント研修 手塚

7月21日 地域の福祉ネットワークづくり研修 加藤

8月24日 認知症研修 高橋主任

10月5日 業務改善の為の質問力 手塚

11月9日 認知症倫理研修 高橋主任、加藤

月 研　修　名 参加予定等
定例開催時 白石区在宅ケア連 参加可能者

開催時 各区の在宅ケア連主催研修（関連内容のみ） 参加可能者
開催時 地域包括ケアシステム関連研修 参加可能者



４．発表予定
月 学会・研修会名 発表者

　　月
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： 栄養課

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

28 5 10

氏　名 所属団体名 役職名
　 　 　
　 　 　
　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
Ｈ27年4月25日 北海道栄養士札幌市石狩支部春期研修会 北海道栄養士会 かでる2・7 仙石
Ｈ27年6月26日 春期福祉栄養士協議会研修会 北海道栄養士会 ﾎﾃﾙﾗｲﾌﾌｫｰﾄ札幌 仙石

開催年月日 研修内容 参加者
Ｈ27年6月26日 栄養管理者会議内「肝臓病とBCAA」 仙石
Ｈ27年9月9日 地域包括主催「低栄養予防」 仙石
H27年10月23日 栄養管理者会議内「認知症と中鎖脂肪酸油（MCT）」 仙石
H28年2月26日 栄養管理者会議内「高齢者に対応した新商品の説明」 仙石

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

6月8日～6月12日 臨床栄養学 北海道文教大学 2人 仙石

6月29日～7月3日 給食管理 光塩学園女子短期大学 2人 仙石



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

開催年月日 研修内容 担当



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

27 5 9

28 栄養課

専門外の学習も学ぶ、又実践できる研修を受ける事により業務に有効活用できる。

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等

月 研　修　名 参加予定等
　6　月 栄養管理者会議内研修 仙石
　10 月 栄養管理者会議内研修 仙石
　2　月 栄養管理者会議内研修 仙石
　　月
　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
4　月 北海道栄養士会札幌市石狩支部春期研修会 仙石

　6　月 春期全道栄養士研修会 仙石
　10月 秋期全道栄養士研修会 仙石

月 学会・研修会名 発表者
　　月
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： 経営管理課

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等
開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者

発表者

　 　 　

発表年月日 時間 演題名

　 　 　
　 　 　

28 4 28

氏　名 所属団体名 役職名



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

2月23日 役職者研修 耕野
3月9日 メンタルヘルスチェック研修 耕野

11月30日 感染予防研修 耕野、田中
12月22日 手稲区医療セミナー 耕野

11月26日 認知症サポーター研修 耕野、田中
11月27日 包括ケアシステムについて 耕野

11月17日 役職者研修 耕野
11月19日 渓仁会ＧＰ幹部職員セミナー 耕野

9月15日 接遇研修会 耕野、田中
9月24日 広報研修 田中

4月22日 産業医による衛生管理研修会 耕野
8月6日 メンタルヘルス研修 耕野

開催年月日 研修内容 参加者

11月26日 年末調整説明会 札幌市 市民ホール 耕野
開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

開催年月日 題名 講演者 会合・会場



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

開催年月日 研修内容 担当

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

　　月
　　月

　　月

月 学会・研修会名 発表者

　　月
　　月

未定 職員合同研修 田中、三浦、耕野

月 研　修　名 参加予定等

　6月 ＫＭＳ内部監査スキルアップ研修 耕野
　9月 メンタルヘルス研修 耕野

未定 ＢＳＣの基本研修会 耕野
未定 幹部職員セミナー 耕野

　9月 中堅選抜者研修会Ｂ 三浦
　10月 中堅選抜者研修Ｄ 三浦

11月 若手選抜者研修 田中
7月 中堅選抜者研修会Ａ 三浦

月 研　修　名 参加予定等
8or10月 若手選抜者研修 田中

前期 接遇研修会 三浦、田中、耕野
随時 施設内開催研修会 三浦、田中、耕野

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
１回/月 勉強会 三浦、田中、耕野

28 4 28

28 経営管理課

基本理念「笑顔、敬愛、向上心」を忘れずにサービスを提供できるよう、知識の取
得及び接遇強化に努める事を目指します。



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： 施設管理課

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等
開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者

発表者

　 　 　

発表年月日 時間 演題名

　 　 　
　 　 　

H28 4 28

氏　名 所属団体名 役職名



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

　

× 防災研修 ＢＣＰ検討後に実施するここし、中止。

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

H27.11.17 コミ白夜間避難訓練 参加人数：２５名
H28.2.26 グループホーム避難訓練 参加人数：２７名参加（内職員１５名）

H27.9.11 ﾃﾞｲ･ﾃﾞｲｹｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ避難訓練 参加人数：２６名
H27.10.27 安全運転講習② 参加人数：３１名

H27.7.9 グループホーム避難訓練 参加人数：24名参加（内職員１２名参加）
H27.7.28 コミ白総合避難訓練 参加人数：２０名

H27.4.14 安全運転講習① 参加人数：４０名
H27.5.12 防災講習（救命講習：ＡＥＤ） 参加人数：５７名

開催年月日 研修内容 参加者

H27.11.6 安全運転管理者講習 安全運転管理者協会 ﾙﾈｯｻﾝｽｻｯﾎﾟﾛﾎﾃﾙ高橋

H27.8.4 甲種防火管理者再講習 札幌市消防局 市民防災センター 高岡
H27.9.3 安全運転管理者講習 安全運転管理者協会 ﾙﾈｯｻﾝｽｻｯﾎﾟﾛﾎﾃﾙ高岡

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

開催年月日 題名 講演者 会合・会場



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

開催年月日 研修内容 担当

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

　　月
　　月

　　月

月 学会・研修会名 発表者

　　7月 安全運転管理者講習 高岡
　11月 安全運転管理者講習 高橋

　　月

月 研　修　名 参加予定等

　　月
　　月

　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
　　月

２月 ＢＣＰの基礎講座

１０月 グループホーム避難訓練
１１月 コミ白夜間避難訓練

７月 コミ白総合避難訓練
９月 ﾃﾞｲ･ﾃﾞｲｹｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ避難訓練

６月 防災講習（救命について（ＡＥＤ））
６月 グループホーム避難訓練

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
５月 安全運転講習（自転車の安全運転について）

H28 4 28

28 施設管理課

交通安全・防災について、基本に還った知識・振り返りができるよう取り組んでいく。



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ：

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

28 4 18

ヘルパーステーション

氏　名 所属団体名 役職名
　 　 　
　 　 　
　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
2015/7/16・17 平成27年度ホームヘルプサービス研究大会 道）ホームヘルプサービス 北海道自治労会館 常勤1名
2015/12/8 平成27年度上級者ステップアップ研修会 道）ホームヘルプサービス 北海道第2水産ビル 常勤2名

開催年月日 研修内容 参加者
2015/4/22 介護実技　「着脱介護」 常勤　4名　　　非常勤20名
2015/5/12 緊急導入講習 常勤3名　　　　非常勤11名
2015/6/24 「知ってお得？！地域福祉」 常勤4名　　　　非常勤18名
2015/7/9 「食中毒予防と感染予防」 常勤2名　　　　非常勤10名
2015/8/26 コミュニケーション　　「対話力と聴く力」 常勤4名　　　　非常勤18名
2015/9/15 接遇コミュニケーション 常勤3名　　　　非常勤15名
2015/10/21 腰痛予防 常勤4名　　　　非常勤19名
2015/11/19 高齢者虐待（ヘルパー編） 常勤3名　　　　非常勤17名
2015/11/26 認知症サポーター養成講座 常勤2名　　　　非常勤4名
2015/12/3 認知症サポーター養成講座 常勤1名　　　　非常勤4名
2015/12/18 事例検討 常勤4名　　　　非常勤18名
2016/1/20 マイナンバー制度について 常勤4名　　　　非常勤13名
2016/2/24 最近の諸費者被害について 常勤3名　　　　非常勤16名
2016/3/18 介護のための接遇 常勤3名　　　　非常勤15名



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

開催年月日 研修内容 担当

法人グループ内研修
開催年月日 研修内容 参加者

2015/10/24 認知症研修 常勤 1名

2015/6/23 コミュニケーション（聴く力）研修 常勤 1名
2015/7/15 コミュニケーション（対話力）研修 常勤 1名



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

28 4 27

28 ヘルパーステ-ション

ヘルパーの知識、技術の習得によるレベルアップ

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
4/18（月） ストレスをためない 常勤3、非常勤19
5/18（水） 在宅医療ついて 常勤4、非常勤19
6/未定 感染症 常勤4、非常勤19
7/未定 もう一度振り返ろう帰ろう介護の基本 常勤4、非常勤19
8/未定 介護実技 常勤4、非常勤19
9/未定 調理実習 常勤4、非常勤19
10/未定 地域支援事業 常勤4、非常勤19
11/未定 接遇 常勤4、非常勤19
12/未定 感染症 常勤4、非常勤19
1/未定 認知症 常勤4、非常勤19
2/未定 事例検討 常勤4、非常勤19
3/未定 介護実技 常勤4、非常勤19

月 研　修　名 参加予定等
　　月
　　月
　　月
　　月
　　月
　　月

※　お知らせが来次第決定致します。

月 研　修　名 参加予定等
　　月
　　月
　　月

※　お知らせが来次第決定致します。

月 学会・研修会名 発表者
　　月
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： ショートステイセンター

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

28 4 1

氏　名 所属団体名 役職名
なし 　 　
　 　 　
　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者
なし

開催年月日 演題名 発表者
なし

開催年月日 セッション名 座長名
なし

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場
なし



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場
なし

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
Ｈ27.10.27～29 ユニットリーダー研修 北海道社会福祉協議会 かでる２・７ 大場主任
Ｈ27.11.6～7 全道老健大会 北海道老人保健施設協議会 さっぽろ芸文館 遠藤

開催年月日 研修内容 参加者
Ｈ27.6月 移乗移動研修（本部主催） 相川
Ｈ27.7月 移乗移動研修（本部主催） 住吉
Ｈ27.7月 ユニットリーダースキルアップ研修 中村
Ｈ27.7月 感染研修（施設主催） 遠藤、鎌田、高平、相川、住吉
Ｈ27.8月 メンタルヘルス研修（施設主催） 大場、大澤田、相川
Ｈ27.9月 接遇研修（施設主催） 遠藤、鎌田、渡邊、相川
H27.10月 感染予防研修。ノロ対策（ケア部主催） 相川
H27.11月 渓仁会グループ発表会 高平
H27.11月 認知症の薬の理解研修会（本部主催） 飯田
H27.11月 看護研修会報告（地域包括ケアシステムについて）ケア部 遠藤、荒井、飯田、相川、住吉、鎌田
H27.11月 認知症サポーター養成講座（施設主催） 遠藤、中村、東、大場

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

なし

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

なし

開催年月日 研修内容 担当

なし



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

28 4 22

28 ショートステイ

研修から新しい発見、学びを得て日々の業務に生かす。また職員全体への周知
ができ、ケアの質の向上に繋げる。

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
4月 車イスの安全な操作 向中野、飯田
5月 感染について
6月 不適切ケアについて 介護員
7月 事故（事故対策委員主催） 介護員
8月 褥瘡（褥瘡対策委員主催） 介護員
9月 不適切ケアについて（事故＋抑制）
10月 ノロ対応研修（感染委員会）
11月 記録
12月 抑制
1月 褥瘡
2月 ケアの質向上委員会、事例発表 飯田、渡邉

　　月
　　月
　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
　　5月 契約上の法律トラブルに関する研修 荒井
　　月
　　月
　　月
　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
　　月
　　月
　　月

月 学会・研修会名 発表者
　　月
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： デイサービスセンター白石の郷

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

27 4 1

氏　名 所属団体名 役職名
　 　 　
　 　 　
　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
2015.6.23.24 ＫＭＳ内部監査養成基礎研修 渓仁会 教育文化会館 水島副主任

職員合同研修会 渓仁会 文化会館 向中野

開催年月日 研修内容 参加者
2015.8．6 緊急時の対応 日勤職員・ＮＳ
2015.9 笑顔のヨガ教室 日勤職員

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

2015.9.14～9.17 ＤＳを知る 札幌医科大学保健医療学部看護学科 ３名 向中野



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

開催年月日 研修内容 担当

平成27年１０月2・５日2015新人研修会



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

H28 4 1

28 デイサービス

コミュニティホーム白石の基本理念に基づく人材づくりのため、渓仁会内の研修
の参加や外部研修に参加し個人のスキルを高める。

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
5月 介護保険制度について 全職員
7月 アンガーマネジメントについて 全職員
10月 介護技術研修 全職員
12月 NS主導による研修（調整中） 全職員
２月 事例発表会 全職員

月 研　修　名 参加予定等
　　月 職員合同研修 全職員
5月13日 地域連携とチーム連携について 山腰
5月25日 新任役職者研修会 大沢田副主任
5月27日 契約上の法律トラブルについて 山腰
6月22日 アンガーマネジメント研修 水島副主任

　　6月22.23 ＫＭＳ内部監査員養成基礎研修 調整中
8月24日 認知症研修 調整中
9月7日 介護力向上研修 調整中

9月17日 中堅選抜研修アサ―ティブネス 佐藤
11月15日 新任役職者フォローアップ研修会 大沢田副主任

５～１２月 中堅管理職講座 水島副主任

月 研　修　名 参加予定等
　　月
　　月
　　月



４．発表予定

　　月

月 学会・研修会名 発表者
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： グループホーム

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

氏　名 所属団体名 役職名
　 　 　
　 　 　
　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

北濃健保会館
北濃健保会館

北濃健保会館

８．内部研修参加

９．実習指導

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
8月27日　10月8日 施設の食事を考える～前編・後編～ 札幌シニア福祉機構 北濃健保会館 塩田　佳子・張江　美月
7月31日　8月31日 社会福祉施設等　防火・救命実務研修会 札幌市防災協会 札幌市民防災センター前田　祥子・山口　美喜・髙橋　弘
8月29日 北海道高齢者研究会 ホテル札幌芸文館髙橋　佳子・青木　綾子
9月8日 介護現場における口腔ケアを考える 介護労働安定センター 札幌市産業振興センター古部　千尋
11月5日 対人援助レベルアップ研修 札幌シニア福祉機構 山口　美喜・川島　諒
11月19日 個別ケア実践力向上研修 札幌シニア福祉機構 望月　美希
11月14日 高齢者の終末期医療を考える エーザイ株式会社 札幌サンプラザ 髙橋　佳子・青木　綾子
12月3日 医療知識向上研修 札幌シニア福祉機構 上田　雅子・谷口　早苗

開催年月日 研修内容 参加者
4月14日 安全運転講習 髙橋　佳子・後藤　健夫
5月12日 救命導入講習 髙橋　佳子・塩田　佳子
5月15日 年代別キャリアデザイン研修会Ⅰ 川島　諒
6月11日 年代別キャリアデザイン研修会Ⅱ 後藤　健夫
6月17日 移動介助技術研修会 髙橋　佳子・後藤　健夫・望月　美希・古部　千尋・塩田　佳子・川島　諒
7月9日 感染症について 髙橋　佳子・後藤　健夫・上田　雅子・塩田　佳子
8月6日 メンタルヘルス研修 望月　美希
8月21日 不適切ケアの研修 佐々木　すみ江・古部　千尋
10月27日 安全運転講習会 髙橋　佳子
10月30日 感染予防研修 髙橋　佳子
11月26日　12月3日 認知症サポーター養成講座 髙橋　佳子・古部　千尋
12月4日 口腔機能と食事のケア研修会 望月　美希

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

開催年月日 研修内容 担当



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

28 4 28

28 グループホーム

認知症・医療・介護技術・接遇について、個々のスキルアップとチームケア力の
向上を目的とする。

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等

月 研　修　名 参加予定等
　4月　 ストレスチェック研修会 秋山
　6月 アンガーマネジメント研修 塩田・沖崎
　8月 認知症研修 前田・佐々木
　9月 介護力向上研修 高平・貫田
　9月 メンタルヘルス 秋山
10月 業務改善のための質問力研修 上田・古部
11月 認知症倫理研修 山口
12月 ハラスメント防止研修 秋山

月 研　修　名 参加予定等
6　月 事例検討　スキルアップ研修 上田・古部
6　月 対人援助レベルアップ研修 前田
7　月 コミュニケーション　接遇研修 沖崎・塩田
7　月 リスクマネジメント研修　① 川島・貫田
8　月 リーダー研修 後藤
8　月 施設の食事を考える　前編 高平・古部
9　月 施設の食事を考える　後編 髙橋・張江
9　月 リスクマネジメント研修　② 山口
10　月 リーダー研修 奈良
11　月 認知症ケアスキルアップ研修 後藤・張江

10・12月 医療知識向上研修 前田・山口・佐々木・塩田

　　月

　　月

月 学会・研修会名 発表者
　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ：

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等
開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者

発表者

　 　 　

発表年月日 時間 演題名

　 　 　
　 　 　

28 4 28

介護予防センター白石中央

氏　名 所属団体名 役職名



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導
実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

H27.11.17 役職者研修 野口弘行
開催年月日 研修内容 参加者

H28.3.3 保健医療学部集学的理学療法セミナー 札幌医科大学 札幌医科大学 野口弘行

H27.10.26 「白石区地域包括ケア推進会議」オブザーバー参加 白石区地域包括支援ｾﾝ 白石区民センター 野口弘行
H27.11.30 市内介護予防センター情報交換会 市内予防センター 大友恵愛園 野口弘行

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

開催年月日 題名 講演者 会合・会場



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

開催年月日 研修内容 担当

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

　　月
　　月

　　月

月 学会・研修会名 発表者

　　10月 札幌市主催介護予防センター職員研修 野口
　５月～隔月 市内介護予防センター情報交換会 野口・小野寺

　　月

月 研　修　名 参加予定等

　　月
　　月

　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
　　5～12月 渓仁会中堅管理職講座 野口

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等

27 4 28

28 介護予防センター

介護予防センター業務を遂行するにあたり、必要な技量や知識を獲得する。



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ：

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等
開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者

発表者

　 　 　

発表年月日 時間 演題名

　 　 　
　 　 　

氏　名 所属団体名 役職名



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

平成27年12月22日 平成27年度札幌市地域包括支援センター職員研修 札幌市 自治労会館 和田、西尾、五十嵐、工藤、高瀬
平成28年2月6日 高齢者虐待研修 北海道社会福祉士会中央支部 かでる2.7 五十嵐、高瀬

平成27年12月3日 平成27年度札幌市介護支援専門員指導者研修 札幌市 札幌市民ホール 水戸
平成27年12月8～11日平成27年度北海道介護支援専門員実務従事者基礎研修北海道 北海道庁別館 高瀬

平成27年11月14日 地域包括支援センター職員対象権利擁護実践研修会 北海道社会福祉士会 社会福祉総合センター 堀田
平成27年11月17日 生活支援コーディネーターと協議体に係る研修会 北海道社会福祉協議会 ホテルエミシア 佐藤（友）

平成27年9月18日 平成27年度　札幌市予防給付ケアマネジメント研修 札幌市 自治労会館 西尾
平成27年9月26日 平成27年度認知症サポート医かかりつけ医フォローアップ研修会札幌市 札幌市医師会館 和田

平成27年9月16日 平成27年度福まち発地域福祉推進活動フォーラム 札幌市・札幌市社会福祉協議会 札幌市民ホール 五十嵐、工藤
平成27年9月17日 平成27年度　地域包括ケアセミナー 北海道地域包括、在宅介護支援センター協議会 ＫＫＲホテル 水戸

平成27年8月29～30 北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修会 北海道主任介護支援専門員フォローアップ実行委員ＮＴＴ北海道セミナー 佐藤（友）
平成27年9月15日 平成27年度北海道高齢者虐待防止推進研修会（在宅編）北海道社会福祉士会 札幌市民ホール 堀田

平成27年8月29日 北海道高齢者研究会 エーザイ、他 札幌芸文館 和田
平成27年8月29日 虐待防止研修会 北海道社会福祉士会 かでる2.7 五十嵐

平成27年8月25日 平成27年度北海道高齢者虐待防止推進研修会（基礎編）北海道社会福祉協議会 札幌市民ホール 高瀬
平成27年8月26日 平成27年度札幌市ケアマネジメント能力向上研修会 札幌市 コンベンションセンター佐藤（友）、佐藤（美）

平成27年5月27～29 高齢者虐待対応現任者標準研修 北海道社会福祉士会 かでる2.7 和田
平成27年7月22日 2015年介護支援専門員研修会 フランスベッド・メディカル 北海道自治労会館佐藤（美）

平成27年4月14日 札幌市地域ケア会議研修会 札幌市 札幌市役所 和田、工藤、水戸
平成27年4月20日 札幌市地域ケア会議研修会 札幌市 札幌市役所 佐藤（友）、西尾、五十嵐、高瀬

平成28年3月13日 平成27年度北海道介護支援専門員実務研修・更新研修 水戸 かでる2.7

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

平成27年11月26日 認知症サポーター養成講座 佐藤（友）・工藤コミュニティホーム白石
平成27年10月2日 平成27年度北海道介護支援専門員実務研修・更新研修 佐藤（友） かでる2.7

平成27年10月15日 認知症サポーター養成講座 西尾・高瀬 白石区本通親和会
平成27年10月28日 認知症サポーター養成講座 西尾・高瀬 北海道ＬＰガス協会　石狩支部

平成27年8月28日 認知症サポーター養成講座 水戸 川北会館
平成27年9月4日 認知症サポーター養成講座 西尾・工藤 北海道銀行

平成27年7月24日 認知症サポーター養成講座 工藤 東川下会館
平成27年8月21日 認知症サポーター養成講座 五十嵐 北都会館

開催年月日 題名 講演者 会合・会場



８．内部研修参加

９．実習指導

１０．研修受け入れ

平成28年2月29～3月4日 社会福祉士実習 北星学園大学 1 五十嵐

平成28年3月9日 事例検討 和田、西尾、佐藤（美）、五十嵐、工藤、高瀬、西尾、堀田

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

平成28年1月13日 ＤＶの実情と対策 佐藤（友）、西尾、五十嵐、工藤、佐藤（美）、高瀬、堀田
平成28年2月3日 渓仁会グループ「アセスメントの考え方」 工藤

平成27年11月11日 消費者被害 和田、佐藤（友）、西尾、五十嵐、工藤、高瀬、水戸、堀田
平成27年11月25日 渓仁会グループ中堅役職者研修会Ｃ 佐藤（友）

平成27年9月9日 傾聴研修～傾聴活動から見えてきたもの 高瀬
平成27年9月9日 高齢者の栄養と脱水 和田、佐藤（友）、佐藤（美）、工藤、五十嵐、水戸、堀田、栄養課　仙石主任

平成27年7月15日 コミュニケーション研修（対話力）法人ＧＰ内研修 水戸
平成27年7月8日 生活保護と介護保険制度について 佐藤（友）、西尾、五十嵐、高瀬、水戸、堀田

平成27年6月11日 渓仁会グループ年代別キャリアデザイン研修会Ⅱ 工藤
平成27年6月23日 コミュニケーション研修（聴く力）法人ＧＰ内研修 西尾

開催年月日 研修内容 参加者
平成27年4月23日 介護保険制度改正について 和田、佐藤（友）、佐藤（美）、西尾、工藤、五十嵐、高瀬、水戸、堀田

平成28年3月18日 平成27年度第2回「高齢者虐待防止に関する関係職員研修会」札幌市 わくわくホリデーホール堀田、高瀬

平成28年3月11日 平成27年度地域包括支援センター職員研修Ⅱ 北海道社会福祉協議会 第2水産ビル 佐藤（友）、堀田
平成28年3月17日 平成27年度札幌市介護支援専門員信任研修 札幌市 自治労会館 鈴木

平成28年2月23日 しげひこ先生と学ぶ特殊衣料セミナー 特殊衣料 ㈱特殊衣料 五十嵐
平成28年3月10日 平成27年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ 北海道社会福祉協議会 第2水産ビル 工藤、高瀬



１１．新人研修

開催年月日 研修内容 担当

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

　　月
　　月

　　月

月 学会・研修会名 発表者

　　月 虐待対応研修 佐藤（友）
　　月

　　月

月 研　修　名 参加予定等

　10　月 業務改善のための質問力研修 五十嵐
　　月

　5　月 地域連携とチーム連携の理解をする研修 1名
　7　月 地域の福祉ネットワークづくり研修 水戸

月 研　修　名 参加予定等
　4　月 メンタルヘルス対策研修 佐藤（友）

3月9日（木） 聞こえと補聴器について 全員

11月10日（木） 札幌市生活就労支援センターステップ 全員
1月12日（木） 高齢者の住居について 全員

７月14日（木） 成年後見制度について 全員
9月8日（木） 医療費の話し、がんの話し 全員

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
5月12日（木） 救護施設について 全員

28 4 20

28 白石第1包括

業務に必要な知識を習得し、職員一人一人のスキルアップを目指す。



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： 白石区第３包括支援センター

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等
開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

開催年月日 セッション名 座長名

Ｈ２７年１１月７日 地域包括ケアシステムの実現にむけて　　　～困難ケース支援の分析 坂本
開催年月日 演題名 発表者

発表者

　 　 　

発表年月日 時間 演題名

　 　 　
　 　 　

氏　名 所属団体名 役職名



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

平成27年12月19,20日 スーパーバイザー養成講座（初級編） 北海道ケアマネジメントサポートリンク 市民活動プラザ星園 坂本
平成27年12月22日 平成２７年度札幌市地域包括支援センター職員研修 札幌市介護支援専門員連絡協議会 北海道自治労会館 増田、磯貝、成田、坂本、小澤

平成27年12月3日 平成27年度札幌市介護支援専門員指導者研修 札幌市 札幌市市民ホール 坂本、森場
平成27年12月9,10,11日 平成27年度北海道介護支援専門員更新研修Ⅱ 北海道総合研究調査会 北海道第二水産ビル 小澤

平成27年11月21日 在宅医療に関する講演会 札幌市医師会 札幌市医師会館 坂本
平成27年12月1日 平成２７年度札幌市キャラバンメイト養成研修 札幌市 ＷＥＳＴ１９ 白山、相馬

平成27年11月14日 権利擁護実践研修 北海道社会福祉士会 札幌市社会福祉装具センター 小澤
平成27年11月21日 第21回主任介護支援専門員フォローアップ研修会 北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修会実行委員会 北海道自治労会館 増田

平成27年10月3,4日 2015年度地域包括支援センターネットワーク研修 北海道社会福祉士会 札幌市産業振興センター 小澤
平成27年11月10日 新しい総合事業の移行戦略-地域づくりに向けたロードマップ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 北海道自治労会館 磯貝

平成27年9月17日 平成27年度地域包括ケアセミナー 北海道社会福祉協議会 ＫＫＲホテル札幌 北川
平成27年9月24日 平成27年北海道介護支援専門員　専門研修Ⅱ 北海道総合研究調査会 北海道第二水産ビル 坂本

平成27年8月29,30日 平成27年度主任介護支援専門員フォローアップ研修 北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修 ＮＴＴ北海道セミナーセ
ンター 坂本
平成27年9月14,15,16日 平成27年北海道介護支援専門員　専門研修Ⅱ 北海道総合研究調査会 北海道第二水産ビル 坂本

平成27年8月18,19,20日 平成27年北海道介護支援専門員　専門研修Ⅱ 北海道総合研究調査会 北海道第二水産ビル 磯貝
平成27年8月26日 平成27年度札幌市ケアマネジメント能力向上研修会 札幌市 コンベンションセンター 増田、坂本、森場

平成27年4月20日 札幌市地域ケア会議研修会 札幌市 市役所本庁舎 北川、磯貝、坂本、小澤
平成27年5月27,28,29日 高齢者虐待対応現任者標準研修 北海道社会福祉士会 かでる2.7 髙木

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
平成27年4月14日 札幌市地域ケア会議研修会 札幌市 市役所本庁舎 増田、成田、高木、森場

平成28年3月10日 介護支援専門員更新研修「介護予防マネジメント」 坂本 かでる2.7

平成27年9月7日 介護支援専門員受験対策講座 北川 サンビル4階
平成28年2月18日 介護支援専門員更新研修「介護予防マネジメント」 小澤 北海道第二水産ビル

平成27年7月10日 介護支援専門員更新研修「介護予防マネジメント」 小澤 自治労
平成27年8月6日 介護支援専門員専門Ⅰ「社会資源ついて」 増田 自治労

年間 二事予防事業についての講話 北川、磯貝 1回
平成27年7月3日 介護支援専門員更新研修「介護予防マネジメント」 坂本 自治労

年間 認知症サポーター養成講座 北川、磯貝、成田、坂本、森場 9回
年間 お気軽講座 成田、小澤 13回

開催年月日 題名 講演者 会合・会場



８．内部研修参加

９．実習指導

１０．研修受け入れ

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

平成２８年２月１５,１８日 在宅看護実習 札幌医科大学 2 北川、磯貝

平成28年1月14日 生活困窮者とのかかわり 全員

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

平成27年9月9日 コープさっぽろ地域見守りの取り組み 全員
平成27年11月19日 触法障がい者・高齢者の地域生活支援について 全員

平成27年5月15日 大人の発達障害 全員
平成27年7月9日 リハ職との連携 全員

開催年月日 研修内容 参加者

平成28年3月17日 札幌市介護支援専門員新任研修 札幌市 北海道自治労会館 白山、相馬
平成28年3月18日 高齢者虐待防止に関する関係職員研修会 札幌市 わくわくホリデーホール 成田、小澤

平成28年3月11日 平成２７年度札幌市地域包括支援センター職員研修Ⅱ 北海道社会福祉協議会 北海道第二水産ビル 北川、成田
平成28年3月16日 北海道介護予防推進フォーラム 北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 かでる２．７ 森場、相馬

平成28年3月5日 地域包括支援センター社会福祉士対象　自己評価ワークブック活用研修・権利擁護セミナー 北海道社会福祉士会 わくわくホリデーホール 成田、小澤
平成28年3月9,10,11日 平成27年度北主任介護支援専門員研修(後期） 北海道総合研究調査会 北海道経済センター 森場

平成28年2月20,21日 スーパーバイザー養成講座（中級編） 北海道ケアマネジメントサポートリンク 市民活動プラザ星園 坂本
平成28年3月1日 平成２７年度札幌市認知症カフェフォーラム 札幌市 ＷＥＳＴ19 成田、小澤

平成28年2月18日 高齢者の権利擁護を考える集い 北海道 札幌市教育文化会館 成田
平成28年2月18,19.20日 平成27年度北主任介護支援専門員研修(中期） 北海道総合研究調査会 北海道自治労会館 森場

平成28年1月19,20,21日 平成27年度北主任介護支援専門員研修(前期） 北海道総合研究調査会 第二北海道水産ビル 森場
平成28年2月6日 地域包括支援センター社会福祉士対象　高齢者虐待研修北海道社会福祉士会 かでる2.7 成田、小澤



１１．新人研修

１２．その他

開催年月日 研修内容 担当



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定
月 学会・研修会名 発表者

　6月 日本ケアマネジメント学会 坂本

　7月 主任介護支援専門員フォローアップ研修会 森場
　11月 主任介護支援専門員フォローアップ研修会 坂本

　6月 北海道介護支援専門員　更新研修 白山
　7月 北海道介護支援専門員　専門研修Ⅰ 相馬

　　4月 スーパーバイザー養成講座（上級編） 坂本
　6月 北海道介護支援専門員　専門研修Ⅰ 成田

　　月

月 研　修　名 参加予定等

　　月
　　月

　　月
　　月

月 研　修　名 参加予定等
　　月

毎月 事例検討会 全員

１１月 住宅について（選び方のポイント） 全員
１月 精神科（医療・介護） 全員

７月 二次予防事業の自主化について 全員
９月 総合事業に向けて 全員

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
６月 成年後見制度の説明 全員

28 白石区第３包括支援センター

介護保険及び周辺の制度の知識の向上



　　月



年 月 日

平成27年度研修実績報告書 部署名 ： 居宅

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等
開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者

発表者

　 　 　

発表年月日 時間 演題名

　 　 　
　 　 　

28 4 28

氏　名 所属団体名 役職名



６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

Ｈ27.11.26（Ｈ27.12.3） 認知症サポーター養成講座 高根、坂村、水上

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

H27.9.15 接遇研修 高根、石黒
H27.10.17 第3回渓仁会グループ「相談援助職合同研修会」 高根、相馬、水上

Ｈ27.6～8 中堅役職者研修 石黒
H27.8.6 メンタルヘルスセミナー 高根、水上

H27.8.26 ２７年度ケアマネジメント能力向上研修会 市ケアマネ連協 札幌コンベンションセンター 高根

開催年月日 研修内容 参加者

H27.6.24 第１回ケアマネ資質向上研修会 市ケアマネ連協
社会福祉総合センター６階
大研修室 高根

H27.6.25 2015第１回ウェルフエアカフェ 白石区包括
白石区民センター
大ホール 石黒

H27.4.23 介護保険改正について
介護保険サービス事業所連絡協議
会

社会福祉総合センター４階
大研修室 石黒、水上、坂村

H27.5.28 ケアマネ全体研修会 市ケアマネ連協
社会福祉総合センター５階
大研修室 石黒、高根

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

開催年月日 題名 講演者 会合・会場



１０．研修受け入れ

ケアプラン作成

１１．新人研修

１２．その他

開催年月日 研修内容 担当

H28.2.18 介護支援専門員実務者研修 1 高根

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定

　　月
　　月

　　11月 主任介護支援専門員研修会 1名

月 学会・研修会名 発表者

　　８月 ケアプラン指導者研修会 1名
　　10月 更新研修会 １名

月 研　修　名 参加予定等

10月 安全運転講習会 全員

９　月 接遇研修 高根、石黒
１０月 相談援助職職員合同研修会 全員

月 研　修　名 参加予定等
8　月 メンタルヘルスセミナー 全員

3月 所員研修会「倫理綱領読み合わせ」 スタッフ全員
毎月 事例検討会 スタッフ全員

11月 所員研修会「医療連携」 スタッフ全員
2月 所員研修会「マナーについて」 スタッフ全員

9月 所員研修会「包括合同　医療アドバイザーさんのお話」 スタッフ全員
10月 所員研修会「主任ケアマネ主催 事例検討会」 スタッフ全員

7月 所員研修会「ケアプラン（2）に留意している点」 スタッフ全員
8月 所員研修会「アセスメントの方法について」 スタッフ全員

月・曜日・頻度 研　修　名 参加予定等
5月 所員研修会「地域合同　救護施設あけぼの荘　見学会」 スタッフ全員

28 3 31

28 研修委員

① 一人ひとりが業務に積極的に参加できる事業所を目指し、チームワークを強化する
②特定Ⅱ会議において事例検討や電話の多いケースの紹介、関わりで困っていること、
新規ケースの紹介の場を設け、ケースの情報共有を図っていく。
③処遇困難事例については、タイムリーに事例検討などで処遇の検討ができ、今後の
方向性について部署内で共有でき、必要時は、地域ケア会議へ繋げられる。



平成27年度研修実績報告書 部署名 ：

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

   ２）座長・審査員

５．発表・座長等

６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

１０．研修受け入れ

１１．新人研修

１２．その他

　 　 　

氏　名 所属団体名 役職名
　 　 　

　 　 　

発表年月日 時間 演題名 発表者

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日 演題名 発表者 学会名・会場

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

開催年月日 研修内容 参加者

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

開催年月日 研修内容 担当



年 月 日

平成　　 年度 研修計画 部署・委員会名 ：

目　　標 ：

計　　画 ：

１．内部研修

２．法人ＧＰ内の研修参加

３．外部研修参加

４．発表予定
発表者学会・研修会名

参加予定等研　修　名

研　修　名 参加予定等

研　修　名 参加予定等

28

月・曜日・頻度

月
　　月

月
　　月

　　月
　　月
　　月
　　月

　　月

　　月

月
　　月
　　月
　　月


