
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

福島雅弘
開催日 演題名 発表者
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

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

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 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

高橋　春香 渓仁会グループ　リハビリ研修委員会 委員

発表日 演題名 発表者

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

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

福島　雅弘 北海道福祉教育アドバイザー 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

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



   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

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1日 座位 モアアクティブ モアアクティブ 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

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
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23日 日本作業科学研究会 坂上真理 佐竹輔

開催日 研修会名 主催者 場所 参加者
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

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

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

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

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

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

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

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 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

開催日 題名 講演者 会合・会場

開催日 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 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 平村敬寛

福島雅弘7月9日 ニーズ把握 白石区第３包括支援センター・スタッフ勉強会



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
住、山瀬

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

1月23日 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

1月24日 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

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

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

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、和田、小
山、平村

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，小山優可

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 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
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
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
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
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・ 小路めぐみ、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
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



８．内部研修参加

９．実習指導

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

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

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

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 指導担当者

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

開催日 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

11月14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

3月16日 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

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

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27日 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28日 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

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

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

2月6日 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
2月20日 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

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
山、藤井、高橋

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
ンター

藤井、和田、渡瀨、魚住、平村、小
山、高橋

10月31日 作業科学研究会 坂上真理 佐竹
1月31日 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



１０．研修受け入れ

１１．新人研修

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

6月2日 食事動作について 福島

6月3日 変性疾患 小山

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

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

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

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

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

1月25日～1月29日 見学実習 北海道千歳リハビリテーション学院 1 小山優可

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12日 評価実習 日本福祉リハビリテーション学院 0 佐竹輔



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

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

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

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

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

開催年月日 研修内容 参加者
4月28日 地域清掃 福島雅弘

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

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


