
平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

３．研究発表（内部）

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   ２）座長・審査員

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

斉藤

高齢者看護実習

介護実習 ほくやくホールディングス 9名 斉藤

札幌医科大学保健医療学部 4人 波多野、鳥本

H29.5.23 施設見学 北海道看護協会　訪問看護師養成講習会 4名

施設ケア部看護

アロマで不眠は改善するか？ 太田

発表年月日 時間 演題名

Ｈ30.2 口から食べたい！！ 神野

発表者
Ｈ30.2 働き続けられる職場つくりについて考える 吉野
Ｈ30.2

開催年月日 セッション名 座長名
H29.11月 全道老人保健施設大会　口腔衛生　 斉藤久子

北海道看護協会 吉野奈美

Ｈ29年4月19.20日 研究計画書の作り方 北海道看護協会

Ｈ29年5月26日 研究の基礎知識を学ぶ 北海道看護協会 北海道看護協会

全道老人保健施設大会

北海道看護協会 吉野奈美

開催年月日 研修会名

Ｈ29年9月1.2日 介護施設における看護職のためのワークショップ

吉野奈美

北海道看護協会

清藤真由子

主催者 場所 参加者

H29年11月

実習期間 実習内容 当該養成校

開催年月日 研修内容 参加者
Ｈ29年6月～ 中堅管理職講座

H29.10.12 調査活動 北海道教育大学付属札幌中学校 1名 斉藤

Ｈ29.4.13～4.14

人数 担当者
Ｈ29.6.19～8.17 札幌保健医療大学 11人 波多野、斉藤
Ｈ29.9.13～9.15 老年看護Ⅰ
Ｈ29.9.19～10.13 老年看護Ⅱ 札幌医科大学保健医療学部 4人 波多野、清藤

人数 担当者

Ｈ30.1.9～1.26 老年看護Ⅱ 札幌医科大学保健医療学部 4人 波多野、清藤

開催年月日 研修内容 担当

H29年9月～ 地域医療トップマネジメント 小樽商科大学

研修期間 実習内容 当該施設

斉藤久子

老人保健施設協会 国際館パミール 廣田善美

Ｈ29年11月15.16日 心不全の病態とケア 北海道看護協会 北海道看護協会 廣田善美

小樽商大サテライト

Ｈ29.10 施設サービスについて、感染予防 斉藤
Ｈ29.4 施設サービスについて、感染予防 斉藤



平成29年度研修実績報告書 部署名 ： 施設ケア部介護課

３．研究発表（内部） Ｈ29年度　事例研究発表会にて

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

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

１１．新人研修

開催年月日 研修内容 担当

Ｈ29　4/4 コミ白新入職員研修会 佐藤

Ｈ29　10/2～27 日常生活見学・介助 せいとく介護こども福祉専門学校 1名 伊豆野　佐藤

Ｈ29　①10/12　13②10/26　27③11/27　28 日常生活見学・介助 歯科衛生士専門学校　昼間部 ①②③各２名 佐藤

Ｈ29　6/5～7/7 日常生活見学・介助 せいとく介護こども福祉専門学校 2名 伊豆野　佐藤

Ｈ29　①8/7～11　②8/28～9/1　③9/4～8 日常生活見学・介助 ①北海学園大学　　②北翔大学　③釧路公立大学 ①②③各1名 佐藤

９．実習指導

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

Ｈ30.2/14.　　2/15. 事例研究発表会　ケアの質向上委員会 2/14　7名　　2/15　8名

Ｈ29.12/21. 福祉用具の活用に関する研修　事故対策・抑制廃止委員会 9名

Ｈ30.1/24. 低栄養の予防について　褥瘡対策委員会 11名

Ｈ29.　9/7～11/16　計5回 ノロ学習会　感染予防委員会 全員

Ｈ29.12/8. 認知症ケア研修会　ケアの質向上委員会 6名

Ｈ29　8/22 記録研修会　記録委員会 11名

Ｈ29.　10/20 高齢者施設における衛生管理　感染予防委員会 7名

Ｈ29　7/16 花王　食中毒研修会　感染予防委員会 11名

Ｈ29　8/10 ユマニチュード研修会　抑制廃止委員会 8名

Ｈ29　7/21 接遇研修　ケアの質向上委員会 9名

Ｈ29　7/20 衛生研修会　感染予防委員会 グリッターバグ実施者39名

Ｈ29　5/31　6/8 ＫＹＴ研修会　事故対策委員会 5/31　11名　　　6/8　8名

Ｈ29　6/16 Ｈ29陰部洗浄研修　褥瘡対策委員会 11名

Ｈ30.1/19～2/26 認知症実践者研修 社会福祉法人ほくろう福祉協会 北農健保会館 中田　こずえ

開催年月日 研修内容 参加者

Ｈ29.10/23～12/12 認知症実践者研修 北海道老人保健施設協議会 北農健保会館 植田　祐貴

Ｈ29.12/7. 平成29年度北海道虐待防止推進研修会 北海道社会福祉協議会 かでる2.7 須田　美紀

Ｈ29.8/21～10/12 認知症実践リーダー研修 北海道老人保健施設協議会 北農健保会館 岡村　頼伸

Ｈ29.8/26. 2017年度虐待防止研修会 北海道社会福祉士会 かでる2.7 伊藤　渉

Ｈ29.6/10～Ｈ30.3/24 ベストプラクティス　北海道ワーキンググループ 日本感染管理ベストプラクティス 北海道自治労会館 荒谷　郁美　　　村太　裕子

Ｈ29.6/10. 北海道抑制廃止研究会 札幌市社会福祉総合センター 北海道抑制廃止研究会 濱川　剛

平成29年7月12日 新入職員フォローアップ研修会 佐藤　力蔵 社会福祉法人　渓仁会本部

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

平成29年11/10～11日独居・認知症高齢者の在宅復帰支援を試みて「なぜ帰れなかっ 阿部裕也 北海道老人保健施設大会

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

平成29年7/26～28日排泄からはじまるＡＤＬの向上 倉見聖太郎 全国介護老人保健施設大会

開催年月日

平成29年11/10～11日働き続けられる職場づくりについて考える 伊豆野祐介 北海道老人保健施設大会

演題名 発表者

学会名・会場
平成29年7/26～28日「一人で自由に歩きたい」～視覚障碍者への自立支援 阿部裕也 全国介護老人保健施設大会

H30.2.15 　　　　　Ｕ氏の腰痛改善に向けて～在宅で安心して生活したい～ 青木　祐輔

演題名 発表者

平成29年10月28日 「どうしたらいいんだ！！先生いないの？」　～訴えが多い利用者を通して学んだこ
と～

岸本　貴博

開催年月日

H30.2.15 　　　　　　　長期入所者のも目を向けて！～生活習慣を見直そう～ 秋山　笑美
H30.2.15 「外泊・外出ノートの試用」～より実践的なご家族との意見交流と在宅復帰への道程～村太　裕子

H30.2.14 「私も辛いのわかってよ！」　　～自立度の高い利用者の安心と安眠を目指して～岡　恵
H30.2.15 　　　　　　　　　　　　　　楽しみのある生活を目指して 佐武　寿子

H30.2.14 家族との交流によるＱＯＬ 須田　美紀

発表年月日

H30.2.14 　　　　　　　　　　　「本人のやる気を引き出すには．．．」 植田　祐貴

時間 演題名 発表者
H30.2.14 トイレが我慢できない 濱川　剛



平成29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
渡瀬剛右・水野弘恵：家族へのアプローチで在宅復帰へつながった事例 -本当の在宅復帰を目指して-．北海道作業療法３４：47-47，2017

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

9月9日 協会指定研修 日本理学療法士協会 北海道医学技術 山瀬
9月10日 第194技術講習会 日本理学療法士協会 北海道医療大学 山瀬

9月2日 第3回　渓仁会グループリハビリ研修会 渓仁会グループ 北海道経済センター福島、平村、小路、魚住、佐竹、
9月7日 ビデオ症例検討会 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

8月31日 The Integrative  Function　of the Nervous System 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
9月1日 地域医療のマネジメント総論 経産省 産学連携サービ 小樽商科大学・ 福島

8月25日 腰痛に対する理学療法のパラダイムシフト マニュアルセラピー研究会羊ヶ丘病院 山瀬
8月30日 股関節疾患に対するケーススタディ マニュアルセラピー研究会JR札幌病院 山瀬

8月23日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹
8月24日  Core Stability 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

8月17日 Descending  systems 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
8月19日 お食い締め 西円山病院 西円山病院 魚住、須貝

8月3日 Supine to　Side-Lying 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
8月10日 ビデオ症例検討会 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

7月28日 地域創成学会　7月大会 地域創成学会 北方圏学術情報 山瀬
7月30日 ハンドリングクラブ ハンドリングクラブ 定山渓病院 福島、藤井、渡瀬

6月21日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹
7月26日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹

5月29日 スポーツの動作の分析やトレーニング　障害予防に関してマニュアルセラピー研究会JR札幌病院 山瀬
6月3日～4日 アドバンスコース　胸郭 日本臨床徒手医学協会 北海道医療大学 山瀬

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
4月19日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹

2月7日 介護予防自立支援事業講師 福島雅弘 白石老人福祉センター
3月14日 転倒予防教室 福島雅弘 コミ白　レモン・カフェ

1月23日 転倒予防について 福島雅弘 白石区老人クラブ連合会　白石区民センター
2月5日 介護予防自立支援事業講師 水野弘恵 白石老人福祉センター

12月27日 介護予防自立支援事業講師 福島雅弘 白石老人福祉センター
1月10日 転倒予防教室 福島雅弘 コミ白　レモン・カフェ

11月29日 通院・外出介助等　ヘルパー研修会 福島雅弘 ソーシャル白石　北海道産業振興センター
12月25日 介護予防自立支援事業講師 水野弘恵 白石老人福祉センター

9月27日 通院・外出介助等　ヘルパー研修会 福島雅弘 ソーシャル中央・西　ポリテクセンター北海道
11月8日 安全にご飯を食べよう！ ～誤嚥性肺炎にならないために～ 魚住仁美 コミ白　レモン・カフェ

5月9日 社福のリハについて 福島雅弘 渓仁会GP新人研修会・札幌西円山病院
7月9日 環境適応講習会 福島雅弘 定山渓病院

7月27日 リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）～リハビリ会議を通して多 魚住仁美 第28回全国介護老人保健施設大会・ひめぎんホール

開催年月日 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
6月10日 家族へのアプローチで在宅復帰へつながった事例 渡瀨剛右 第48回北海道作業療法学会・札幌コンベンションセンター

10月28日 チーム医療、チーム介護２
平村敬寛
（審査員）

10月28日 リハビリテーション２
水野弘恵
（審査員）

10月28日 経口維持加算の意義と経過報告 魚住

開催年月日 セッション名 座長/審査員名

開催年月日 演題名 発表者
10月28日 リハビリテーション介護によって自宅復帰が円滑に進んだ症例 藤井

3月27日 7分 腰痛対策 水野弘恵
3月27日 7分 利用者の想いを叶えるデイケアというコンセプトにおける想いのレベルについて佐竹　輔

3月27日 7分 認知症高齢者の自力摂取維持を目指して 須貝千佳子
3月27日 7分 生活行為向上マネジメントを 活用し、在宅復帰に至った一例 和田明莉

3月20日 7分 コミ白の在宅復帰の取り組みとリハ部の役割 水野弘恵
3月20日 7分 転倒アセスメント始動しました 渡瀨剛右

3月20日 7分 当施設の訪問リハの現況と今後の課題 福島雅弘
3月20日 7分 転倒アセスメント始動しました。 渡瀨剛右

3月13日 7分 初めての訪問 魚住仁美
3月13日 7分 病気になる脳の動かし方健康になる脳の動かし方について 岡本知子

発表者
3月13日 9分 血液でパーキンソン病診断 平村敬寛
3月13日 7分 健康生成論　～症例～ 山瀬甲人

魚住　仁美 渓仁会グループ　リハビリ研修委員会 委員

発表年月日 時間 演題名

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 北海道言語聴覚士会 白石区担当
水野　弘恵 渓仁会グループ研究発表会プログラム委員会 委員

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

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 白石区担当



８．内部研修参加

９．実習指導

１０．研修受け入れ

１１．新人研修

4月25日 認知症等 小路

4月21日 失語症 魚住

4月24日 知覚と運動Ⅱ 福島

4月14日 介護保険制度 水野

4月20日 知覚と運動Ⅰ 福島

4月11日 リハ・マネ業務手順 水野

4月13日 介護技術 福島

開催年月日 研修内容 担当

4月10日 渓仁会の組織、老健の役割、地域包括ケア 福島

６月５～６日 通所系の施設見学 札幌リハビリテーション病院 １名 福島，小路，他

９月５日～７日 渓ＧＰ人事交流研修 手稲渓仁会病院，札幌西円山病院，定山渓病院 ８名
福島，水野，平
村，小路，他

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

10月2日～10月20日   評価実習 新潟医療福祉大学 2名 魚住、平村

11月27日～12月15日   評価実習 日本医療大学 1名 和田

8月14日～9月22日 臨床実習 札幌医科大学 １名 岡本

6月5日～30日 評価実習 札幌医学技術福祉歯科専門学校 2名 魚住、平村

2月22日 接遇研修 須貝

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

10月24日 訪問リハビリでの作法について 水野、小路、岡本、須貝、佐竹、山瀬、渡瀨、和田、藤井
1月18日 接遇研修 水野、和田

9月12日 ノロウィルス対応研修 水野、岡本
9月26日 ハラスメント研修 福島、平村、水野、小路、岡本、小山、魚住、佐竹、渡瀬、和田、藤井、須貝

8月28日 CSR勉強会 福島、平村、水野、小路、岡本、小山、魚住、佐竹、山瀬、渡瀬、藤井
9月7日 ノロウィルス対応研修 魚住、佐竹、平村

7月13日 安全運転講習会 和田
8月8日 介護保険制度について 福島、水野、小路、岡本、小山、魚住、佐竹、山瀬、渡瀬、和田、藤井、須貝

7月5日 接遇研修 福島、水野、小路、岡本、小山、魚住、佐竹、山瀬、渡瀬、和田、藤井、須貝
7月6日 衛生研修会 福島、平村、水野、小路、岡本、小山、魚住、佐竹、山瀬、渡瀬、和田、藤井、

4月19日 第３包括・事例検討会 福島
5月31日 危険予測トレーニング 和田

開催年月日 研修内容 参加者
4月18日 地域の社会資源について 福島、水野、小路、岡本、小山、魚住、佐竹、山瀬、渡瀬、和田、藤井、須貝

3月22日  実技「排便・排尿・眩暈」 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
3月23日 地域医療のマネジメントコース 経産省 産学連携サービ 小樽商科大学・ 福島

3月17日 平成30年度診療報酬改定研修 北海道作業療法協会 札幌医療リハ 小路
3月19日 病院でも役に立つ、介護予防トレーニングの実際　〜実技を交えて〜」 マニュアルセラピー研究会JR札幌病院 山瀬

3月9日 地域医療のマネジメントコース 経産省 産学連携サービ 小樽商科大学・ 福島
3月15日  実技「急性期のアプローチ」 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

3月1日 実技　Put a sock Facilitation to Hand function 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
3月8日  ビデオ症例検討会 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

2月21日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹
2月22日 介護報酬改定研修会 社福　渓仁会 サンビル 福島、小路、佐竹、渡瀬、玉木

2月16日 地域医療のマネジメントコース 経産省 産学連携サービ 小樽商科大学・ 福島
2月21日 地域ﾘﾊネット研修 地域ﾘﾊネット 北区区民会館 小路

1月28日 ハンドリングクラブ ハンドリングクラブ 定山渓病院 福島、藤井
2月10日 生活行為向上３職種連携研修 北海道作業療法協会 札幌医療リハ 福島、小路

1月20日 H29年度第3回MTDLP（基礎研修）講習会 北海道作業療法協会 札幌医療リハ 渡瀨
1月24日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹

12月17日 ボバース　ベーシックコースの伝達 ハンドリング・クラブ 定山渓病院 福島
1月13～14日 災害時のコーディネート研修会 リハビリテーション専門職協会 札幌医療リハ 平村

12月17日 筋委縮性側索硬化症のリハビリテーション 北海道神経難病研究セン 札幌医学技術福 渡瀨、藤井
12月17日 理学療法士講習会（応用編）ニューロサイエンスに基づく運動学習と姿勢制御北海道理学療法士会 北海道薬科大学 山瀬

11月30日 system theory とtask①(take a bottle from higher) 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
12月10日 市町村担当者会議 道リハ専門職協会 札医療リハ学院 福島

11月24日 地域医療のマネジメントコース 経産省 産学連携サービ 小樽商科大学・ 福島
11月25日 摂食嚥下障害におけるリスク管理・医療事故予防 手稲渓仁会病院リハビリ 手稲渓仁会病院 須貝、藤井

11月16日   講義「UMN陽性徴候」 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
11月18～19日、 福祉用具プランナー研修 北海道介護実習・普及セ かでる2.7 和田

11月2日 CHOR・digitization 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
11月9日 ビデオ症例検討会 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

10月28日 渓ＧＰ研究発表会 渓仁会グループ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ 福島
10月30日 scapula set 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

10月24日 職員合同研修 渓仁会本部 ちえりあ 小路、魚住、佐竹、和田、藤井
10月25日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹

10月19日 講義「UMN陰性徴候」 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
10月20日 地域医療のマネジメントコース 経産省 産学連携サービ 小樽商科大学・ 福島

10月12日 ビデオ症例検討会 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
10月13日 富山型デイサービスの実践報告 手稲区通所連絡会 手稲区民センター 福島

9月30日 認知症のＢＰＳＤ，対人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの困難が薬で治る 日本神経薬理学会 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ 福島
10月5日 Functional Walking 長久　武史 モアアクティブ 山瀬

9月23日～24日 アドバンスコース　上肢肩甲帯Ⅰ 日本臨床徒手医学協会 北海道医療大学 山瀬
9月27日 作業科学研究会 坂上真理 札幌医科大学 佐竹

9月14日 back step 長久　武史 モアアクティブ 山瀬
9月21日 postural control 長久　武史 モアアクティブ 山瀬



5月26日 実技・食事Ⅱ 福島

5月22日 実技・食事 福島
5月23日 学習療法 魚住

5月18日 シーティングⅡ 岡本
5月19日 集団療法 佐竹

5月12日 実技・寝返り～起き上がり 福島
5月16日 実技　立位～歩行 福島

5月9日 シーティング 岡本

5月11日 片麻痺の障害像 福島

5月2日 構音障害・嚥下障害 平村

5月8日 福祉用具 小山

4月28日 実技・座位～立ち上がり 福島

5月1日 高次脳障害 小路

4月27日 変性疾患 山瀬



平成29年度研修実績報告書 部署名 ： 支援相談課

７．外部研修参加

８．内部研修参加

12.13 チームでの課題解決を促す（本部主催） 手塚、鈴木

9.21 ハラスメント研修 遠藤
10.2 感染症研修 藪

29.7.1 相談援助職合同研修会 手塚、藪、加藤
7.6 感染症研修 遠藤

29.12.14 Ｒ４システム研修会 老健協 アスティ４５ 高橋、鈴木

開催年月日 研修内容 参加者

29.10.27 東区・白石区　老健相談員、医療相談員交流会 ソーシャルワーカー協会 中央区の障害カフェ遠藤、藪

30.2.19 老健相談員勉強会 ソーシャルワークを考え コミ白 遠藤、手塚、加藤、藪

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

30.2.3 老健制度改正研修 ソーシャルワーカー協会 手塚、藪

29.10.19 老健相談員交流会 ソーシャルワークを考え ＪＣＨＯ中の島 遠藤、手塚、加藤、藪

29.11.11 身寄りのない方の受け入れを考える ソーシャルワーカー協会 菊水ビル 手塚、加藤



平成29年度研修実績報告書 部署名 ： 栄養課

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

栄養管理者会議内「高齢者の便失禁と血糖コントロール

９．実習指導

１１．新人研修

開催年月日 研修内容 担当

H30.4.2 コミュニティホーム白石の栄養課概要及び管理栄養士業務について 仙石

H29.6.26-6.30 給食管理 光塩学園女子短期大学 2 仙石

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

H29.5.26 仙石
H29.10.11 栄養管理者会議内「とろみ調整食品の上手な使い方」 仙石

H30.3.23 NST公開セミナー 手稲渓仁会病院 渓仁会ビル 仙石

開催年月日 研修内容 参加者

H30.3.9 特定給食施設等研修会 札幌市保健所 WEST19 仙石
H30.3.22 新さっぽろ栄養士連絡会 新さっぽろ栄養士連絡会 JCHO北辰病院 仙石

H29.7.26-7.28 全国老人保健施設大会（愛媛） 全国老人保健施設協議会ひめぎんホール 仙石
H29.10.20 秋期職域別専門研修会 北海道栄養士会 TKP札幌ﾋﾞｼﾞﾈｽ 仙石

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
H29.6.9 春期職域別専門研修会 北海道栄養士会 かでる2.7 仙石

H30.1.24 褥瘡委員会研修「低栄養について・認知症の人の食事支援」 仙石 コミュニティホーム白石

開催年月日 題名 講演者 会合・会場
H29.7.12 認知症カフェ「低栄養予防について」 仙石 コミュニティホーム白石



平成29年度研修実績報告書 部署名 ： 通所リハビリテーション

８．内部研修参加

９．実習指導

１０．研修受け入れ

平成２９年４月 株）ほくやくホールディング

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

平成２９年　９月 北海道医療医科大学 3 鳥本

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

平成２９年８月 ノロ研修 鳥本　村田　岩本　佐藤　鈴木　平岡
平成３０年１月 接遇基本研修 鳥本　村田　岩本　佐藤　鈴木　四十栄

平成２９年７月 安全運転講習 鳥本　村田　岩本　佐藤　鈴木　
平成２９年８月 ユマニチュード研修 鳥本　村田　岩本　佐藤　鈴木　

開催年月日 研修内容 参加者
平成２９年６月 ＫＹＴトレーニング 鳥本　村田　岩本　佐藤　鈴木　四十栄



平成29年度研修実績報告書 部署名 ： 経営管理課

８．内部研修参加

1月18日 接遇研修 安田
2月22日 接遇研修 安田・山本

10月5日 ノロウィルス研修 田中
10月17日 中堅選抜者研修 田中

9月21日 広報研修会 田中
9月26日 ハラスメント防止研修 田中

開催年月日 研修内容 参加者
7月 感染研修 田中



平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

７．外部研修参加

８．内部研修参加

H30.1.16 コミ白夜間避難訓練 参加人数-28名

H29.8.22 コミ白総合避難訓練 参加人数－20名
H30.2.1  グループホーム避難訓練 参加人数-21名

H29.5.17  防災講習 参加人数－42名
H29.9.14 グループホーム避難訓練 参加人数-20名

開催年月日 研修内容 参加者
H29.7.14 安全運転講習 参加人数-52名

H29.7.28 救命実務研修 防災協会 白石消防署 高岡

H29.11.8 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
H29.6.23 KMS内部監査員スキルアップ研修 渓仁会グループ 渓仁会本部 高岡

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
H29.5.24 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

施設管理課



平成29年度研修実績報告書 部署名 ： 居宅

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

在宅訪問同行

Ｈ30.3.2～6 ＣＭ実務者研修 北海道社会福祉協議会 1名 高根、相馬

H29.8.16 北星学園 １名 高根

Ｈ30.2.1～5 ＣＭ実務者研修 北海道社会福祉協議会 １名 高根、相馬

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

2017/9～10 ノロウィルスについて 全員参加

H29.7.1 第５回グループ相談援助職研修会 高根、石黒、相馬、谷口
H29.7.13 安全運転講習会 高根、石黒、谷口

開催年月日 研修内容 参加者
H29.5.17 認知症を支える地域連携 高根、谷口

H29.12.1 主任介護支援専門員研修 ＨＩＴ 北海道総合研究調査会 及川
H30.1.15 主任介護支援専門員更新研修 ＨＩＴ 札幌コンベンションセンター 高根

H29.10.17 札幌市ケアマネジメント指導者研修会 市ケアマネ連協 自治労会館　５階　ホール 高根、相馬
H29.12.19 札幌市白石区ケアマネジメント能力向上研修会 市ケアマネ連協 ロイトン札幌 高根、石黒、水上

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
H29.9.6 札幌市ケアマネ連協全体研修 市ケアマネ連協 札幌コンベンションセンター 石黒,谷口



平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

７．外部研修参加

８．内部研修参加

認知症 常勤　3名　　　非常勤　11名

2017/12/20 ノロウイルス、嘔吐物処理方法について 常勤　3名　　　非常勤　14名

2018/3/22 倫理・法令遵守 常勤　4名　　　非常勤　9名

2018/1/25 キラーストレス 常勤　4名　　　非常勤　11名
2018/2/21

2017/10/25 高齢者、障害者を悪徳商法から守る為に 常勤　4名　　　非常勤　15名
2017/11/22 札幌市介護予防・日常生活支援総合事業 常勤　4名　　　非常勤　11名

2017/8/23 手洗い（グリッターバグ） 常勤　4名　　　非常勤　14名
2017/9/7・12 感染研修 常勤　4名　　　非常勤　14名

2017/6/21 事故事例の検討 常勤　4名　　　非常勤　14名
2017/7/6 衛生研修会 常勤　1名　　　非常勤　　8名

2017/4/24 個人情報保護 常勤　4名　　　非常勤　13名
2017/5/24 認知症とその予防 常勤　4名　　　非常勤　12名

2017/10/13 平成29年上級者ステップアップ研修 北海道ホームヘルプ 自治労会館 河野亜希

開催年月日 研修内容 参加者

ヘルパーステーション

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者



平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

８．内部研修参加

1月18日 接遇研修 中村・小野寺・望月

10月11日 足の爪切り・フットケア研修 松野
10月20日 感染予防 川村・山本・望月・松野

9月21日・26日 ハラスメント防止研修①② ①中村・川村・渡邊・松野　②渡邊・望月・秋田・川村
10月5日・12日 ノロ研修①② ①中村・向中野　②秋田・岸本・長田

7月6日・20日 ①感染研修・②手洗い研修 ①岸本・川村・大場　②山本・渡邊・向中野・川村
9月7日・12日 感染研修①② ①川村・山本・望月・松野　②渡邊・川村・大場・谷口

5月30日 〃 岸本
5月31日 KYT（危険予防トレーニング） 谷口・岸本・渡邊・松野

〃 防災研修 谷口・岸本・松野
5月25日 研究計画作成研修 谷口・松野・川村

ショートステイセンター

開催年月日 研修内容 参加者
H29.5.17 「認知症を支える地域連携の実践」　本部主催 山本



平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

６．講演・講義・セミナー講師等
開催年月日 題名 講演者 会合・会場

地域の社会資源について 佐藤 コミュニティーﾎｰﾑ白石
包括支援センターについて 和田、阿部 北都会館
総合事業について 和田 生きがい居宅介護支援事業所
札幌市認知症サポーター養成講座 堀田・工藤 コミュニティーﾎｰﾑ白石
認知症とその予防 西尾、工藤 コミュニティーﾎｰﾑ白石
包括支援センターについて 和田・阿部 川下団地　居室
血圧ってなーに？ 西尾、工藤 北都地区会館
包括支援センターについて 北都地区会館
みんなで防ごう認知症 西尾、工藤 北都地区会館
認知症予防　頭をシャキッと講座 西尾、工藤 川下会館
認知症予防　頭をシャキッと講座 西尾、工藤 白石会館
介護保険制度について 佐藤、阿部 北都地区会館　２階ライラック
札幌市認知症サポーター養成講座 五十嵐・堀田北都中学校
札幌市認知症サポーター養成講座 五十嵐 グループホーム　生きがい
地域の見守りについて 西尾、高瀬 共栄福祉会館
夏から秋にかけての体調管理について 西尾 川北会館
健康チェック値とその解説、今後注意すべきこと 工藤 東川下記念会館
認知症予防　頭をシャキッと講座 西尾、工藤 駅前会館
認知症予防　頭をシャキッと講座 西尾、工藤 コミュニティーﾎｰﾑ白石
認知症予防　頭をシャキッと講座 西尾、工藤 白石会館
包括とは、地域ケア会議とは 佐藤 包括面談室
札幌市認知症サポーター養成講座 五十嵐.堀田 （株）東急コミュニティ
包括とは 高瀬 コミュニティーﾎｰﾑ白石　面談室
総合事業に至った原因分析 西尾、工藤 北都地区会館
札幌薬剤師会白石支部　白石包括支援センターと連携するための研修会五十嵐 白石区民センター
シンポジウム　地域で防ごう消費者被害 高瀬 北農健保会館

７．外部研修参加

８．内部研修参加

H30.1.11 相続について 佐藤、五十嵐、西尾、堀田、工藤、高瀬、水戸、中谷、阿部
H30.3.8 札幌市ひきこもり地域支援センターについて 佐藤、西尾、堀田、鈴木、中谷、菅野、阿部

H29.9.14 対人援助者としてのコミュニケーション 和田、佐藤、西尾、堀田、工藤、高瀬、水戸、鈴木、中谷
H29.11.9 口腔内疾患や口腔ケアについて 佐藤、五十嵐、西尾、堀田、高瀬、中谷、阿部

H29.5.11 疾病別住宅改善ポイント 和田、佐藤、堀田、工藤、高瀬、水戸、鈴木、中谷、阿部、五十嵐
H29.7.20 渉外福祉施策について 和田、佐藤、堀田、工藤、高瀬、水戸、中谷、阿部、五十嵐

開催年月日 研修内容 参加者

H30.3.23 平成２９年度第２回札幌市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催
（高齢者虐待防止に関する関係職員研修会） 札幌市保健福祉部 ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター 五十嵐智孝

H30.3.19 平成２９年度　札幌市地域包括支援センター職員研修会 札幌市保健福祉部 ＷＥＳＴ19 阿部弥生.中谷美砂.菅野恵.

H30.3.30 第５回　ケアマネ資質向上研修会『２０１８年介護報酬改定説明会』 札幌市介護支援専門員連絡協議会 札幌市社会福祉総合センター 佐藤友里江
H30.3.6 介護報酬改定について 白石区通所サービス連絡会 産業センター 水戸和枝

H30.2.26 雇用管理責任者研修 札幌市介護保険課 札幌市産業振興ｾﾝﾀｰ 佐藤友里江
H30.3.15 アルコール依存症のある違法行為をした障がい者 北海道地域生活定着支援札幌センター 北濃健保会館 西尾昌子

H30.2.20 「認知症初期集中支援におけるアセスメント力向上研修 札幌市保健福祉部 ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター 五十嵐智孝.阿部弥生.
H30.2.17 白石まちつくりハウス１５周年ハウスのこれまでと、これからを考えよう！ 白石まちつくりハウス 白石まちつくりハウス 堀田友梨

H30.2.13 平成２９年度　札幌市認知症カフェフォーラム 札幌市保健福祉部 札幌国際ビル 阿部弥生
H30.2.24 第３回　若年性認知症学会 白石まちつくりハウス 白石まちつくりハウス 高瀬瑞穂

H30.2.15 平成３０年度札幌市地域包括支援センター.介護予防ｾﾝﾀｰ運営方針の運用に係る説明会・研修会 札幌市保健福祉部 札幌市役所 五十嵐智孝.阿部弥生.堀田友梨
H30.2.19 平成２９年度　「介護予防推進フォーラム」及び「住民主体の通いの場充実支援事業研究会 札幌市保健福祉部 北海道第二水産ビル 高瀬瑞穂

H30.1.16 第２回　札幌祖介護支援専門員指導者研修 札幌市介護支援専門員連絡協議会 北海道自治労会館 堀田友梨
H30.2.13 平成３０年度札幌市地域包括支援センター.介護予防ｾﾝﾀｰ運営方針の運用に係る説明会・研修会 札幌市保健福祉部 札幌市役所 佐藤友里江.西尾昌子.

H29.1.24 平成２９年度　北海道介護支援専門員　更新研修　後期 北海道総合研究調査会 アスティ45 五十嵐智孝
H30.1.24 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 アスティ45 鈴木千恵

H29.12.4 平成２９年度　札幌予防給付ケアマネジメント研修 札幌市介護支援専門員連絡協議会 北海道自治労会館 高瀬瑞穂・中谷美砂・鈴木千恵
H29.12.18 総合事業と生活支援体制整備事業について 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 わくわくホリデーホール 阿部弥生

H29.12.14 平成２９年度　北海道介護支援専門員　更新研修 北海道総合研究調査会 北海道第二水産ビル 五十嵐智孝
H29.12.18 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 アスティ45 西尾昌子

H29.11.22 平成２９年度介護保険サービス事業所職員の他職種連携に関する研修 札幌市介護保険サービス 札幌市医師会 中谷美砂
H29.11.27 「地域包括ケアの推進を考える講習会」 石狩振興局 北海道道庁別館 佐藤友里江

H29.11.16 平成２９年度北海道支援専門員　更新研修 北海道総合研究調査会 北海道第二水産ビル 五十嵐智孝
Ｈ29.11.11. 平成２９年度北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修会 北海道総合研究調査会 北海道教育会館ホテル 佐藤友里江

H29.11.7 「地域包括ケアの現状とこれから」研修会 渓仁会 法人本部　サンビル 阿部弥生
H29.11.8 「平成２９年度若年性認知症従事者向け」研修会 札幌市保健福祉部 共済ホール 西尾昌子

Ｈ29.10.14～Ｈ29.10.15２０１７年度　社会福祉士実習指導者講習会 社会福祉協議会 札幌医学技術福祉専門学校 堀田友梨
H29.10.17 平成２９年度第１回札幌市介護支援専門員指導者研修 札幌市 北海道自治労会館 工藤麻紀子

H29.10.30 平成２９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 北海道自治労会館 阿部弥生
H29.10.31 平成２９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 北海道自治労会館 佐藤友里江

H29.10.11 平成２９年度　北海道介護支援専門員　更新研修 北海道総合研究調査会 かでる2.7 五十嵐智孝
H29.10.26 ２９年度　事業所と地域との新設研修ネットワークづくり研修札幌市社協ボランティア活動センター 社会福祉総合センター 堀田友梨

H29.9.6 平成２９年度　札幌市ケアマネジメント能力向上研修会 札幌市介護支援専門員連絡協議会 札幌コンベンションセンター 中谷美砂
H29.9.27 平成２９年度　事業所と地域遠野新設研修　ネットワークづくり研修 札幌市社協ボランティア活動センター 社会福祉総合センター 堀田友梨

Ｈ29.8.12～Ｈ29.8.13 平成２９年度　北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修会 主任介護支援専門員 北海道自治労会館阿部弥生
H29.8.18 平成２９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 北海道自治労会館阿部弥生

H29.7.12 新人職員フォローアップ研修 社会福祉法人渓仁会 渓仁会　法人本部　サンビル４階 阿部弥生
7月18日 渓仁会グループ　中堅者選抜研修会Ａ 社会福祉法人渓仁会 渓仁会ビル 中谷美砂

Ｈ29.7.1.～Ｈ29.7.2 平成２９年度　認知症初期集中支援チーム員研修　 石狩新興局保健環境部 サッポロファクトリーホール 佐藤友里江
H29.7.6 公益社団法人　日本認知症グループホーム協会　北海道支部研修会 一般社団法人北海道認知症グループホーム協会 共済ホール 高瀬瑞穂

H29.6.16 第２回訪問指導員研修会連絡会 札幌社会福祉協議会 札幌市社会福祉総合センター 西尾昌子.工藤麻紀子
Ｈ29.7.1. 第５回　渓仁会グループ総合援助職合同研修会 渓仁会 わくわくホリデーホール 西尾昌子.水戸和枝.

2017/5/27～Ｈ29.5.29２０１７年度　高齢者虐待対応現任者標準研修 公益社団法人 かでる2.7 西尾昌子
H29.5.22 平成２９年度　認知症初期集中支援チーム員研修　伝達研修札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 ＫＴＰ札幌ビジネスセンター 和田幸代.堀田友梨.工藤麻紀子.

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

H29.11.16

H30.2.21
H30.9.12
H30.10.28

H29.11.17
H29.12.28
H30.1.22
H30.2.2
H30.2.13
H30.2.15

H29.7.19
H29.8.3
H29.9.13
H29.9.27
H29.10.17
H29.10.19

H29.5.26
H29.6.15
H29.6.23 和田、阿部、
五十嵐、工藤

H29.7.7
H29.7.14

白石区第1地域包括支援センター

H29.4.18
H29.4.21
H29.4.26
H29.5.10
H29.5.24



９．実習指導

2017/8/9～2017.9.12 社会福祉士実習 北星学園大学 1名 五十嵐、高瀬

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者



平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

１．学会等役職員

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

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

30.2/13　2/15 保健師実習 札幌医科大学 2 北川・磯貝

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

29.9.25 一緒に学ぼう　通院乗降介助 センター職員
29.7.1 渓仁会相談援助職合同研修 センター職員　　渓仁会相談職員

開催年月日 研修内容 参加者
29.6.19 介護予防センター厚別西東による介護予防の住民主体化センター職員

29.10.14 社会福祉士実習指導者講習会 北海道社会福祉士会 西野学園 成田
29.8.18 地域包括ケアセミナー 北海道社会福祉協議会 自治労 北川

２９．７/8.9　10/22 地域包括支援センターﾈｯﾄﾜｰｸ実践力養成研修 北海道社会福祉士会 かでる 小澤
29.8.5 高齢者虐待防止研修 北海道社会福祉士会 社会福祉総合セ 成田・小澤

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
29.5.22 スーパービジョン研修 北海度ケアサポリンク かでる 坂本

２９年7.8.9月 介護支援専門員研修専門Ⅰ 増田 自治労　他

２９年１０．１２月 介護支援専門員更新研修 坂本 自治労
2029年12月 札幌市予防給付ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修 坂本 自治労

開催年月日 題名 講演者 会合・会場
２９年10.12月 介護支援専門員従事者研修 坂本 かでる

開催年月日 演題名 発表者
29.11 地域包括支援センターにおけるﾈｯﾄﾜｰｸ構築の実践 小澤

増田　智子 白石区在宅ケア連絡会 幹事

白石区第３地域包括支援センター

氏　名 所属団体名 役職名
坂本　ひとみ 札幌市介護支援専門員連絡協議会白石支部　 支部役員



平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

７．外部研修参加

８．内部研修参加

H29.10.28 渓仁会ＧＰ研究発表会 野口弘行
H30.1.18 接遇研修 野口弘行

開催年月日 研修内容 参加者
H29.9.21 ハラスメント研修 野口弘行

H29.9.21 認知症を正しく理解する研修会 白石区 白石区民センター 野口弘行
H30.2.19 「北海道介護予防推進フォーラム」 北海道保健福祉部 かでる2・7 野口弘行

介護予防センター白石中央

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者



平成29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

３．研究発表（内部）

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

コミュニケーション

老年介護自習Ⅰ

介護実習Ⅰ-②11/13～11/17 せいとく 1名 大沢田

4/13～4/14 竹山ホールディングス 4名 水島

9/19～9/21 札幌医科大学 3名 水島

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

2017/12月 認知症研修 水島　佐藤　浦島　原田　谷野　関谷　畠山　加藤　森
2018　1/19　2/22　 接遇向上研修 常勤日勤者　全員

2017/9.12　10.5 ノロウィルス対応研修 常勤日勤者　全員
2017/11/7 地域包括ケアの現状とこれから 山腰

2017/7/1 相談援助職合同研修 山腰
2017/9/21.26 ハラスメント研修 常勤日勤者　全員

2017/7/6.20 食中毒研修 常勤日勤者　全員
2017/7/13 安全運転講習 水島　寺田　増村　古舘　菅原　佐藤

2017/5月 危険予知訓練 水島　工藤　原田　浦島　谷野
2017/6/15.16 KMS内部監査員養成基礎研修 本宮

開催年月日 研修内容 参加者
2017/5/17 防災研修 水島　大沢田　寺田　浦島　山下　中川　橋本　山腰

2018/3/6 介護報酬改定について ホワイターズ 産業振興センター 水島

2017/7/22 介護施設等ではたらく看護職の交流研修 北海道看護協会 札幌サンプラザ 橋本
2017/11/6 札幌市介護サポート事業説明会 札幌市社協 社会福祉総合セ 水島

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
水島

発表年月日 時間 演題名 発表者
2018/2/16 独居利用者に対しての通所介護の役割 谷野

2017/6/30 ウェルフエアカフェ　イン　白石区 ホワイターズ 区民センター



平成29年度研修実績報告書 部署名 ：

３．研究発表（内部）

７．外部研修参加

８．内部研修参加

H30.　2/14 事例研究発表会　ケアの質向上委員会 2/14　２名

開催年月日 研修内容 参加者
H29.　7/20 衛生研修会　感染予防委員会 グリッターバグの実施　　全員

H29　7/28 社会福祉施設等防災・救命実務研修 公益財団法人　札幌市 札幌市防災協会 後藤　健夫
H29　7/30 社会福祉施設等防災・救命実務研修 公益財団法人　札幌市 札幌市防災協会 伊藤　里奈

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
H29　6/27～28 認知症対応型サービス事業管理者研修 北海道認知症ＧＨ協会 札幌千代田ビル 奈良　姫佐子

グループホーム

発表年月日 時間 演題名 発表者
H30.2.14 本人らしく過ごして頂く為に～アセスメントの重要性～ 伊藤　里奈


