
平成30年度研修実績報告書 部署名 ：

３．研究発表（内部）

   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

波多野、吉野

老年看護実習
札幌医科大学保健医療学部
札幌医科大学保健医療学部

4名
4名 波多野、吉野

波多野、吉野
老年看護実習

アルツハイマー型認知症の利用者へのアロマセラピー

老年看護実習

看護師業務実習
斉藤

老年看護実習

ほくやくホールディングス 6名 斉藤

2020.2.13

施設ケア部看護

ツボの茂樹によって夜間の排尿間隔を長くできるか検証 越前谷

発表年月日 発表者
武田

時間 演題名

2019.10/25.26

2019.11.15 渓仁会グループ研究発表会 斉藤久子
開催年月日 セッション名 座長名

開催年月日

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

北海道老人保健施設協議会研究大会 北海道老健協 ホテルエミシア 菅原麻美・斉藤久子

波多野なつみ
概念化スキル向上トレーニング

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者
2019.6.17～6.20 札幌保健医療大学 3名

研修内容 参加者
2019.9.10 障害者雇用研修会 波多野なつみ

波多野、吉野
2019.8.13～8.15 札幌保健医療大学 3名 波多野、吉野

2019.10.8～10.9 北海道看護協会　看護職就業促進講習会 1名 斉藤

2019..4.11～4.12
2019.4.24 6名

2019.7.24～7.26 市立札幌開成中等教育学校 3名 斉藤

施設見学 北海道看護協会　訪問看護師養成講習会

研修期間

廣田喜美

実習内容 当該施設 人数 担当者

20197.16～7.18 札幌保健医療大学 3名

越前谷綾子
2019.9.25

斉藤
開催年月日 研修内容 担当

職業体験

介護実習

2019.9.17～10.11
2020.1.14～1.31

2019.11.16 渓仁会グループ研究発表会

Ｈ31.4 施設サービスについて、感染予防

2019..9.26 概念化スキル向上トレーニング

老年看護実習

斉藤久子
2019.10.1 年代別キャリアデザイン研修会



令和１年度研修実績報告書 部署名 ： 施設ケア部　介護

３．研究発表（内部）

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

令和元年12月16日 ケアの質をあげるロボット活用研修会 福永

令和元年9月2～6日 認知症介護実践研修 阿部
令和元年11月27～30日 認知症介護実践リーダー研修 荒谷

令和元年5月19日 音楽療法士資格更新研修 矢内
令和元年6月1日 北海道抑制廃止研究会 田尾

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
令和元年4月26日 もっと素敵にレクレーション 矢内　五十嵐

令和元年12月17日 介護福祉士受験対策　講師 佐藤 社会福祉法人　渓仁会本部
令和元年2月12日 新人フォローアップ研修会　講師 伊豆野 社会福祉法人　渓仁会本部

令和元年11月20～22日 在宅復帰に向けた外出の支援 望月 全国介護老人保健施設大会

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

学会名・会場
令和元年10月25、26日 「コミ白農園はじめました」 門田 北海道老人保健施設大会
令和元年11月20～22日 「フィッシュ！」哲学で職員の意識改革に取り組む 伊豆野 全国介護老人保健施設大会

開催年月日 演題名 発表者

開催年月日 演題名 発表者
令和元年11月16日 「家で看るのが怖いんです」～在宅復帰と生活内リスクバランスを考える～ 伊藤渉

Ｒ2　2/20 5分 安全に活動と楽しみを 辻
Ｒ2　2/20 5分 ハンデがあっても歩きたい 古川

Ｒ2　2/20 5分 ぐっすり眠ろう！ 伊藤　朋子
Ｒ2　2/20 5分 限られた生活の場のあり方～活動への気持ち～ 門田

発表年月日

Ｒ2　2/13 5分 自分らしく生活したい 山口
Ｒ2　2/13 5分 利用者・職員共に心地よくなろう！ 真野

Ｒ2　2/13 5分 レクリェーションを通して知った事 塚本
Ｒ2　2/13 5分 名刺を作って地域と繋がろう！ 田尾

時間 演題名 発表者



８．内部研修参加

９．実習指導

１１．新人研修

開催年月日 研修内容 担当

令和元年4月4日 コミ白新人研修会 佐藤

Ｒ1.11./1 お茶配り、ドライヤー掛け 柏丘中学校 2名

Ｒ1.11./27 お茶配り、ドライヤー掛け 幌東中学校 2名

Ｒ1.11./5、6、7、8 日常生活見学・介助 職業訓練実習生 各2名

R1.10.17 お茶配り、ドライヤー掛け 東札幌小学校 2名

Ｒ1.11/21、22 日常生活見学・介助 北海道歯科衛生士専門学校 各2名

Ｒ１.10/10　11、24、25 日常生活見学・介助 北海道歯科衛生士専門学校 各2名

Ｒ1.10/28～11/1 日常生活見学・介助 北海学園大学 1名

Ｒ1.6/3～7/5 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

Ｒ1.7/24～26 日常生活見学・介助 市立札幌開成中等教育学校 2,1,1名

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

Ｒ２　2/13　20 事例発表会　　ケアの質向上委員会主催 13日　7名　　20日　10名

Ｒ２　2/10 不適切ケア研修会　　抑制廃止委員会主催 6名

Ｒ２　1/9 褥瘡研修会　　褥瘡対策委員会主催 10名

Ｒ２　1/28 事故防止の研修会　　事故対策委員会主催 7名

Ｒ1　10/23 感染研修会　感染予防委員会主催 9名

Ｒ1　12/12 更なるケアの質向上に向けて　　ケアの質向上委員会主催 11名

Ｒ1　8/8 誤嚥についての研修　　褥瘡対策委員会主催 6名

Ｒ1　9月～11月 ノロウイルス学習会　　感染予防委員会主催 全員対象

Ｒ1　7/11 ＫＹＴ研修　　事故対策委員会主催 8名

Ｒ1　7/25 食中毒研修　　感染予防委員会主催 10名

Ｒ1　5/23　30 カンフォータブルケア研修　ケアの質向上・抑制廃止委員会主催 23日　12名　　　30日　10名

Ｒ1　6月～7月 手洗いチェッカ―実施　　感染予防委員会主催 全員対象

開催年月日 研修内容 参加者



令和元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：地域とつながる，アウトリーチ型老健を目指す．老健30：20-23，2019

３．研究発表（内部）

4月16日 当施設訪問リハビリテーションの現況報告 山本
4月16日 OJT法を用いての新人教育の成果 高橋

4月16日 集団口腔・嚥下体操の効果について Part.2 平村
4月16日 喜茂別町のリハビリテーションについて 福島

4月16日 夢プロジェクト報告 小路
4月16日 月寒あさがおの郷での取り組み 魚住

2月26日 脊柱後弯に対し胸腰部周囲筋ストレッチを行い、ＡＤＬが向上した一例 櫛引
2月26日 ＮＲＳを用いて歩行練習を実施することで、外出に繋げられた一事例 小林

2月26日 在宅復帰・在宅生活継続のために工夫していたこと　－コミュニティホーム白石にて－岡本
2月26日 超強化型加算とリハ部の役割 水野

2月19日 訪問リハの業務改善 三島木
2月26日 重度要介護利用者の在宅復帰に向けたかかわりについて 小山

2月19日 就労支援事業所を利用となった事例とその反省 渡瀨
2月19日 2019年度業務改善として取り組んだこと 和田

2月12日 最新の義歯・口腔ケアについて 前野
2月19日 ＭＴＤＬＰの事例の経過 玉木

2月12日 低フォドマップ食の紹介～過敏性腸症候群に対する食事療法～ 佐竹
2月12日 食事動作への介入　―箸操作の実用化に向けて― 福島

発表年月日 演題名 発表者
2月12日 脚長差と骨盤帯の非対称性について 山瀬

山本　祐司 一般社団法人　北海道ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会 白石区担当
佐竹　輔 渓仁会グループ　リハビリ交流研修委員会 委員

水野　弘恵 一般社団法人　北海道ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会 白石区担当
平村　敬寛 一般社団法人　北海道ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会 白石区　地区長

福島　雅弘 公益社団法人北海道作業療法士会　MTDLP サポーター
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 喜茂別町　地域ケア推進会議 委員
福島　雅弘 一般社団法人　北海道ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会 白石区　地区長

福島　雅弘 札幌市豊平区　介護認定審査会 委員
福島　雅弘 札幌市白石区　地域ケア推進会議 委員

氏　名 所属団体名 役職名
福島　雅弘 北海道　次世代の担い手育成推進事業　福祉教育アドバイザーアドバイザー



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

9月11日 移動・移乗の介護技術研修 福島 コミュニティホーム岩内
12月23日 地域のケアマネの勉強会、神経難病について 福島、平村 白石区包括支援センター

8月8日 コミ白　褥創対策委員会主催研修会 平村 コミュニティホーム白石　レク室
9月9日 接触嚥下の研修会 魚住 手稲つむぎの杜

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・場所
11月9日 介護予防におけるＩｏＴの利活用に関する研究 山瀬甲人 日本人間工学会北海道支部大会　小樽商大

11月17日 障がい者スポーツが継続した社会参加に繋がった一事例 渡瀨剛右
11月17日 就労移行支援事業所が関わることでデイケア利用者の就労へ向けた 佐竹　輔

開催年月日 演題名 発表者
11月17日 経口維持加算を利用し段階的に食形態をアップできた一事例 魚住仁美



７．地域活動

1月27日 白石区老人クラブ連合会研修会 水野 白石合同庁舎区民ホール
2月10日 白石区地域ケア推進会議 福島 白石区包括支援センター

1月17日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町
1月22日 リハ専門職派遣事業 福島 共栄福祉会館

1月8日 レモンカフェ体操指導 福島 コミュニティホーム白石
1月16日 札幌市一般介護予防推進業務会議 福島 札幌市

12月6日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町
12月12日 福祉教育アドバイザー 福島 厚別小学校

11月26日 札幌市一般介護予防事業推進会議 福島 札幌市
11月8日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町

11月13日 レモンカフェ 福島 コミュニティホーム白石
11月18日 札幌市生活機能向上支援事業 福島 札幌市

10月30日 札幌市地域リハ専門職派遣事業 水野 札幌市
11月13日 札幌市生活機能向上支援事業 水野 札幌市

10月17日 個別地域ケア会議 福島 札幌市
10月29日 札幌市一般介護予防事業推進会議 福島 札幌市

9月26日 白石区地域ケア推進会議 福島 札幌市
10月10日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町

９月１３日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町
9月20日 喜茂別町地域ケア推進会議 福島 喜茂別町

8月27日 札幌市一般介護予防事業推進会議 福島 札幌市
８月９日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町

７月１２日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町
８月１日 札幌市地域リハ専門職派遣事業 福島 札幌市

7月19日 喜茂別町地域ケア推進会議 福島 喜茂別町
7月23日 札幌市一般介護予防事業推進会議 福島 札幌市

6月28日 喜茂別町地域ケア推進会議 福島 喜茂別町
7月11日 札幌市地域リハ専門職派遣事業 福島 札幌市

6月19日 白石老人福祉センター視察 小路 白石老人福祉センター
６月１２日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町

6月5日 札幌市地域リハ専門職派遣事業 水野 札幌市
6月18日 一般介護予防推進会議 福島 訪問看護ステーションポット東

5月21日 札幌市一般介護予防プロジェクト 福島 札幌市
５月１７日 喜茂別町地域支援事業 福島 喜茂別町

開催年月日 題名 講演者 会合・会場
5月16日 札幌市リハ職派遣事業 福島 札幌市



８．外部研修参加

９．内部研修参加

１０．実習指導

担当者

9/30-10/29 評価実習 札幌医学技術福祉歯科専門学校 1 魚住

佐竹

10/28-11/15 評価実習 新潟医療福祉大学 2 平村、須貝

実習期間 実習内容 当該養成校 人数

8/13-9/20 評価実習 札幌医療大学 1

1月28日 事故対策研修 平村、魚住、小路、渡瀬、玉木、和田、小林、櫛引、前野
6月20日 ワークショップ 福島、水野、平村、佐竹、渡瀨、須貝、玉木、三島木小林、櫛引

7月25日 食中毒研修 渡瀬、玉木、小林、櫛引
9月19日 感染予防 平村、山本、小路、魚住、高橋、佐竹、渡瀨、和田、須貝、小林、櫛引

7月11日 KYT研修 小路、佐竹、渡瀬、玉木、和田、小林、櫛引
7月25日 接遇研修 水野、平村、小路、佐竹、渡瀬、和田、須貝、玉木、三島木、小林、櫛引

2月1日 ＭＴＤＬＰ基礎研修 北海道作業療法士会 札幌医療リハビリ 小林

開催年月日 研修内容 参加者

10月26日 臨床実習指導者養成講習会 日本作業療法士協会 弘前医療福祉大 渡瀨

1月18日
令和元年度地域ケア会議及び介護予防日常生活史苑総合事
業に関する人材育成研修会　認知症支援と高齢者の自動車
運転

北海道作業療法士会 道自治労会館 高橋

9月6日 第53回日本作業療法学会 日本作業療法士協会 福岡国際会議場 小林
10月26日 訪問リハ実務者研修会 北海道リハビリテーション 第２菊水ビル 三島木

8月23日 ＭＴＤＬＰ基礎研修 北海道作業療法士会 札幌医大臨床教 玉木
8月31日 嚥下障害患者への食支援・食介入時のリスク管理を考えるのみこみ安心ネット・札幌 札幌医師会館 平村

7月21日 第7回北海道神経難病リハビリテーション研究会講演会 北海道神経難病センター 札幌医学技術福 櫛引
8月7日 メンタルヘルス研修会 福）渓仁会本部 サンビル 福島

7月7日 令和元年度新人教育プログラム必須初期研修会 北海道理学療法士会教育局教育部札幌コンベンショ 櫛引
7月20日 地域包括ケア推進部研究会 北海道理学療法士会職能 札幌医科大学保 櫛引

6月1～2日 全国終末期リハケア研究大会 全国介護終末期リハケア研究会札幌医大臨床教 福島
7月23日 アサーティブスキル研修会 医療法人社団渓仁会本部 渓仁会ビル 和田

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
4月12日 地域包括ケアとリハビリテーション 渓仁会リハビリテーション病院渓仁会リハビリ 小路

伝達・MTDLPについて 水野、平村、山本、小路、佐竹、渡瀨、須貝、玉木、三島木、小林、櫛引

6月27日 ケーススタディ 平村、佐竹、渡瀨、須貝、玉木、三島木小林、櫛引
8月29日 伝達・社会資源について 水野、平村、山本、小路、魚住、高橋、佐竹、渡瀨、須貝、玉木、三島木、小林、
9月12日



１１．研修受け入れ

１２．新人研修

5月28日 目標設定 佐竹

5月22日、23日 食事 福島
5月24日 学習療法 魚住

5月13日、20日 シーティング 山本

5月14日、15日 知覚と運動 福島

5月8日 立位～歩行 福島

5月10日 福祉用具 小路

4月26日 住環境整備 和田

5月7日 嚥下障害 平村

4月18日 認知症 玉木

4月23日 座位バランス 福島

4月16日 失語症 須貝

4月17日 寝返り～起き上がり 福島

4月11日 リスクマネジメント 福島

4月15日 オリエンテーション（通所リハ、訪問リハ） 小路、山本

4月8日 介護保険制度 水野

4月9日、10日、24日 介護技術 高橋

開催年月日 研修内容 担当

4月1日、5日 入所業務手順 水野

10月10日 渓GP交流研修 定山渓病院 2 水野

10月11日 渓GP交流研修 手稲渓仁会病院 3 小路

10月8日 渓GP交流研修 札幌渓仁会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 3 福島

10月9日 渓GP交流研修 札幌西円山病院 3 福島

研修期間 研修内容 当該施設 人数 担当者



10月28日 認知症について 水野
10月31日 経口維持加算について 平村

10月23日 トロミ濃度と食事形態の適応について 魚住・須貝・高橋
10月25日 介護技術 高橋

10月17日 コミ白での入所業務手順 平村
10月18日 歩行介助と起き上がり，立ち上がり，移行動作について 高橋

10月15日 食事動作と摂食姿勢 福島
10月16日 コミ白での通所業務手順 魚住

10月9日 学習療法について　口腔機能向上加算について 魚住
10月10日、１１日 嚥下評価について 平村

10月7日 シーティング 山本
10月8日 認知症短期集中リハについて 須貝

10月3日 リスクマネジメント 福島
10月4日 介護保険制度について 水野

10月2日 福）リハの組織と老健の役割 福島



令和１年度研修実績報告書 部署名 ： 支援相談課

１．学会等役職員

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

8/19～20 相談員研修 るすつ銀河の杜（赤坂副主任） 1 遠藤、山腰、加藤

8/21～22 相談員研修 きもべつ喜らめきの郷（長谷川主任） 1 遠藤、山腰、加藤

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者

8月23日 社会福祉士 北星大学 1 山腰

令和2年1月16日 感染委員実践報告会 遠藤、加藤、山腰

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

9月27日 感染研修 高橋、坪田
10月15日 事務所内　感染実践研修（ノロ対応） 遠藤、

5月30日 カンフォータブルケア 高橋、坪田
6月3日 カンフォータブルケア 高橋、坪田

開催年月日 研修内容 参加者
5月23日 カンフォータブルケア 遠藤、高橋、坪田

11月22日 新任役職者フォローアップ研修 本部 Kビル 山腰
令和2年2月22日 老健ソーシャルワークセミナー MSW協会、老健協 ムトウビル 遠藤

10月11日 中間管理職研修（第4回） 本部 サンビル 遠藤
10月25日～26日 北海道老健大会 老健協 ホテルエミシア 遠藤

7月23日 看取りを支える介護実践。命と向き合う現場から。 本部 サンビル 坪田
9月13日 中間管理職研修（第3回） 本部 サンビル 遠藤

7/1～2 チームで考える転倒予防アプローチ 老健協 函館ロイヤルホテル 遠藤
7月12日 中間管理職研修（第2回） 本部 サンビル 遠藤

5/28～29 新任役職者研修 本部 Kビル 山腰
6月19日 ハラスメント対応研修会 本部 サンビル 遠藤

場所 参加者
5月10日 中間管理職研修（第１回） 本部 サンビル 遠藤

遠藤　久行 一般社団法人　北海道老人保健施設協議会　事務連 　幹事

開催年月日 研修会名 主催者

氏　名 所属団体名 役職名



令和１年度研修実績報告書 部署名 ： 経営管理課

７．外部研修参加

Ｒ1.5.16/7.18/10.17/1.16 接遇担当実践研修 本部 サンビル 山本

R1.9.10 「障がいのある人も、そうでない人も働きやすい職場づくり」障害者雇用研修会 本部 サンビル 鳴海
R1.10.25-26 北海道老健大会 北海道老健協 ホテルエミシア札幌山本

R1.11.14 「ホスピタルティが伝わる文書のコツがある」広報研修 本部 渓仁会ビル１Ｆ 高橋
R1.8.7 2019年度メンタルヘルス研修会 本部 サンビル 鳴海

Ｈ31.4.4/7.10 新人研修 本部 サンビル 中村
ちえりあ 高橋

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

R1.7.23 看取りを支える介護実践　命と向き合う現場から 本部



令和１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

R2.3.17 　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ避難訓練(日中) 参加人数-25名

R1.9.12 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ避難訓練(夜間想定) 参加人数-24名
R2.2.25 コミ白夜間想定避難訓練 参加人数-31名

R1.5.21  防災講習 参加人数-58名
R1.10.23 コミ白総合避難訓練 参加人数-20名

開催年月日 研修内容 参加者
R1.7.10 安全運転講習 参加人数-42名

R1.7.25 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髙橋
R1.11.8 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川股

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

施設管理課



令和１年度研修実績報告書 部署名 ： 栄養管理課

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

１１．新人研修

１２．その他

2019.9.28　介護のしごと魅力アップ推進事業　「つながる地域フェスタin白石」栄養ブースにて栄養相談

開催年月日 研修内容 担当

2019.4.4 コミュニティホーム白石　栄養管理課について 仙石

2019.7.1-7.5 給食管理 光塩女子短期大学 2 仙石

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

2019.10.1 栄養管理者会議内「腸内細菌と感染症について」 仙石
2019.10.11 NST公開セミナー「心不全患者の栄養療法最善線」 仙石

2019.5.31 NST公開セミナー「食べさせる技術」 仙石
2019.6. NST専門療法士認定実施修練 仙石

開催年月日 研修内容 参加者
2019.5.29 栄養管理者会議内「災害備蓄について」 仙石

2019.6.14 春期福祉栄養士協議会研修会 北海道栄養士会 北海道自治労会館仙石
2019.10.18 秋期職域別専門研修会　学校健康教育福祉栄養士協議会北海道栄養士会 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



令和１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

令和2年　2月13日 事例研究発表会 鳥本、村田、平岡、鈴木、岩本、佐藤
令和2年　2月20日 事例研究発表会 村田

令和2年　1月28日　 リハビリ合同研修 鳥本、村田、佐藤、平岡、鈴木、四十栄
令和2年　2月12日　 夜間の不適切ケア研修 佐藤、鈴木、岩本

令和元年　7月25日 衛生研修 鳥本、秋山、佐藤、平岡、岩本
令和元年　10月21日 リハビリ合同研修 鳥本

令和元年　7月10日 安全運転講習 村田、佐藤、鈴木、岩本、武田、石郷岡
令和元年　7月11日 ＫＹＴ研修 鳥本、村田、佐藤、平岡、鈴木、岩本

令和元年　5月21日 防災研修 鳥本、村田、平岡、鈴木、岩本
令和元年　5月23、30 カンフォータブル研修 鳥本、村田、平岡、鈴木、岩本

開催年月日 研修内容 参加者



令和１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）

８．内部研修参加

９．実習指導

9/17～9/19 看護業務 札幌医科大学 3 水島　　大沢田

4/11.4/12 通所１日体験 ほくやく・竹山ＨＤ 5 水島

2020/2/19 ケース検討④ ９名

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

2019/10/18 ケース検討② ８名
2019/11/7 ケース検討③ １０名

2019/9/26 ケース検討① ９名

R1.11.21 精神疾患について（ＤＳ） ９名
R2.1.9 オムツの当て方 ３名

R1.7.22 緊急対応シュミレーション（ＤＳ） ９名
R1.9.25 嘔吐時の対応 ８名

5/23　5/30　6/3 カンフォータブルケア １４名
R1.6.26 介護保険について（ＤＳ）） ８名

R1.5.17 地域包括ケアについて（ＤＳ） １０名
R1.5.21 防災研修 6名

R2.2.20 10 いきいきとした在宅生活を支援する取り組み 浦島、寺田、成田

開催年月日 研修内容 参加者

発表年月日 時間 演題名 発表者



令和１年度研修実績報告書 部署名 ：

３．研究発表（内部）

８．内部研修参加

Ｒ2.2.13／2.20 事例研究発表会 石黒、中村、小野寺

R2.1.28 事故防止研修 石黒、横山
R2.2.10 不適切ケア防止研修 横山、山田

R1.10.23 感染予防研修 石黒、向中野、宇佐見
R2.1.9 褥瘡予防研修 宇佐見、山田

Ｒ1.5.23・5.30・6.30 カンフォータブルケア 佐藤、山本
R1.7.11 ＫＹＴ研修 中村、大場

R1.7.25 感染予防研修 横山、今泉
R1.8.8 誤嚥性肺炎予防研修 倉重、小野寺

R2.2.20 17：40～ 全職員が統一したケアを提供しインシデント、アクシデントの件数を減らせる 小野寺、中村

開催年月日 研修内容 参加者

発表年月日 時間 演題名

ショートステイセンター

発表者



令和１年度研修実績報告書 部署名 ： ヘルパーステーション

７．外部研修参加

８．内部研修参加

新型コロナウイルスの拡散防止につき中止

R1.12.20 ご利用者・ヘルパーの満足度向上 常勤3名　　　非常勤9名

R2.3.19 新型コロナウイルスの拡散防止につき中止

R2.1.22 高齢者虐待が起こる理由と対策 常勤3名　　　非常勤8名
R2.2.19

R1.10.24 介護事故・事例集 常勤3名　　　非常勤9名
R1.11.15 インフルエンザを知る 常勤3名　　　非常勤10名

R1.8.23 接遇 常勤2名　　　非常勤10名
R1.9.19 伝達講習（北海道HH協議会スキルアップ研修より） 常勤3名　　　非常勤10名

R1.6.20 手洗いと食中毒 常勤3名　　　非常勤10名
R1.7.25 衛生研修 常勤3名　　　非常勤5名

H31.4.25 社会福祉法人渓仁会のあゆみについて 常勤3名　　　非常勤10名
R1.5.22 ボディメカニクス 常勤3名　　　非常勤6名

R1.9.7 北海道ホームヘルプサービス協議会スキルアップ研修
北海道ホームヘルプサービス
協議会 大原医療専門学校河野　亜希

開催年月日 研修内容 参加者

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者



令和１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

Ｒ１　5/23 カンフォータブルケア 古部千
Ｒ1　7/25 衛生研修（花王） 奈良
Ｒ1　8/8 誤嚥性肺炎の予防 奈良・古部弘・後藤・小野寺
Ｒ1　8/23 認知症サポーター養成講座 奈良・開地

奈良・高根・古部千
高齢者スキンケア研修（ユニ・チャーム） 奈良・古部弘・筒井

奈良・古部弘

９．実習指導

１０．研修受け入れ

Ｈ31　4/11～12 介護・福祉実習 （株）ほくやく・竹山ホールディングス 5 奈良

担当者研修期間 実習内容 当該施設 人数

人数 担当者
Ｒ１　9/2 相談援助実習 北星学園大学 1 奈良

Ｒ1　12/12 不適切介助ケア研修
Ｒ2　1/9
Ｒ2　2/10 夜間の不適切ケアについて

実習期間 実習内容 当該養成校

Ｒ１　5/21 防災研修 奈良・古部弘・前田

R1 10/23 感染予防研修 奈良

開催年月日 研修内容 参加者

Ｒ1　11/27～Ｒ2 認知症実践研修（実践リーダー研修） 札幌シニア機構 北農健保会館 奈良

Ｒ2　1/17～2/25 認知症実践者研修 札幌シニア機構 北農健保会館 小野寺

R2.11.7 介護現場におけるクレーム対応研修 札幌シニア機構 北農健保会館 後藤
R2.11.11 リスクマネージメント研修② 基礎知識から再発防止まで 札幌シニア機構 北農健保会館 高根

Ｒ1　8/30　9/30　10/30 社会福祉施設等防火・救命実務研修 札幌市防災協会 札幌市防災センター菊地・古部千・藤田・鈴枝・高根
Ｒ1　9/17 北海道高齢者虐待防止推進研修会 北海道社会福祉協議会 かでる　２．７ 塩田

参加者
Ｒ1　7/19 認知症高齢者に対する身体拘束の適正化・虐待防止研修日本認知症グループホー 白石区民センター 古部千

発表年月日
Ｒ2　2/13

開催年月日 研修会名 主催者 場所

17:40 転倒のリスクを減らせないか 高根・小野寺・古部千
Ｒ2　2/16 12:00 ５Ｓ報告会 塩田・古部弘

時間 演題名

グループホーム白石の郷

発表者



令和１年度研修実績報告書 部署名 ： 居宅介護支援事業所

７．外部研修参加

８．内部研修参加

R1.10.23 感染研修 北川
R1.5～R1.10 2019年度　渓仁会中堅管理職講座 北川

R1.7.10 安全運転講習会 北川
R1.7.25 食中毒研修 相馬・北川

開催年月日 研修内容 参加者
R1.6.11 接遇 全員

R1.7～9 介護支援専門員更新研修 HIT アスティ４５ 水上
R1.10～R2.1 主任介護支援専門員研修 HIT アスティ４５ 北川

R1.12.23 医療連携研修会 白石区第１包括 コミ白レク室 谷口
R2.2.14 主任介護支援専門員白石区事例検討会（しろっぴーず） 白石区包括 白石区民センター 手塚・及川・相馬

R1.11.26 第２回アルコール依存症の方の理解と関わり方について白石区第２包括 白石区役所　講堂 水上
R1.12.18 令和元年度札幌市介護予防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 北海道自治労会館手塚・相馬

R1.10.21 札幌市介護支援専門員指導者研修会 札幌市介護支援専門員連絡協議会 北海道自治労会館相馬
R1.10.24 白石区消費者被害防止ネットワーク交流会 白石区包括 白石区役所　講堂 相馬

R1.10.11 主任介護支援専門員白石区事例検討会（しろっぴーず） 白石区包括 白石区民センター 手塚・及川・相馬
R1.10.11 ICFの理解と介護における応用 社会福祉法人パートナー TKP会議室 谷口

R1.9.12 医療の必要性が高いケアマネジメント医療連携 白石区介護支援専門員連絡協議会 白石区民センター 相馬
R1.9.15 遺言書について 白石区第１包括 白石区第１包括センター 北川

R1.8.21 2019　介護支援専門員研修会in札幌 札幌市 カナモトホール 谷口
R1.8.21 事例検討会（第３包括） 白石区第３包括包括 白石区第3包括センター 相馬

R1.6.12 主任介護支援専門員白石区事例検討会（しろっぴーず） 白石区包括 白石区民センター 相馬
R1.7.10 居宅向けミニ勉強会 白石区第３包括 白石区民センター 手塚・北川

R1.5.25 札幌市介護支援専門員研修会 札幌市介護支援専門員連絡協議会 社会福祉総合センター 相馬・谷口
R1.6.11 介護支援専門員連絡協議会白石区支部研修会 白石区介護支援専門員連絡協議会 白石区民センター 谷口

場所 参加者
R15.14 2019年　介護支援専門員研修会in札幌 フランスベッドメディカルホームケア 北海道自治労会館谷口・北川
開催年月日 研修会名 主催者



令和１年度研修実績報告書 部署名 ：

４．渓仁会ＧＰ研究発表会
   1）発表

７．外部研修参加

８．内部研修参加

１２．その他

地域の集いの場づくり事業見学：西区地域カフェ「風車」（介護予防センター西町関与）

R2.1.29 BCP研修 野口

R1.10.15 ノロウィルス対応研修 野口・山本
R1.11.21 健康体操研修 野口・山本

R1.7.10 安全運転講習 野口・山本
R1.7.25 感染研修会 野口・山本

開催年月日 研修内容 参加者
R1.5.21 防災研修会 野口・山本

R1.5.27 介護予防センター業務連絡会議（研修含む） 市介護保険課 市本庁舎 野口・山本
開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

R2.11.16 運動仲間づくりから地域づくりへ介護予防事業のこれから（包括との共同研
究発表）

（第一包括
開催年月日 演題名 発表者

介護予防センター白石中央



令和１年度研修実績報告書 部署名 ：

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

R2.2.13 健康講話 西尾・大淵 川下会館
R2.2.18 地域包括支援センターについて 五十嵐 白石区第1地域包括支援センター

R2.2.12 地域包括支援センター職員研修　 佐藤 かでる2.7
R2.2.13 健康講話 西尾・大淵 ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ白石

R1.10.29 特殊詐欺について 堀田・高瀬 乗善寺
R2.1.23 健康講話 大淵 白石区民センター

R1.10.2 健康講話 西尾 ビックハウス
R1.10.26 認知症サポーター養成講座 堀田・中村 ＪＲ白石駅2階

R1.9.18 認知症サポーター養成講座 五十嵐・阿部北都中学校
R1.9.26 健康講話 西尾・大淵 川北会館

R1.9.5 健康講話 西尾・大淵 東川下記念会館
R1.9.18 健康講話 西尾・大淵 川北会館

R1.8.22 認知症初期集中支援チーム伝達研修 佐藤 白石区役所
R1.8.30 健康講話 西尾・大淵 東川下記念会館

R1.8.23 地域包括支援センターの社会福祉士業務について 堀田 白石区第1地域包括支援センター
R1.8.23 認知症サポーター養成講座 堀田・大淵 ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ白石

R1.8.8 健康講話 西尾 ＳＯＭＰＯケア札幌川下
R1.8.21 健康講話 西尾 ＳＯＭＰＯケア札幌川下

R1.7.26 健康講話 西尾・大淵 北都地区会館
R1.8.2 認知症サポーター養成講座 高瀬・大淵 共栄福祉会館

R1.7.20 健康講話 西尾・大淵 北都地区会館
R1.7.24 認知症予防 高瀬・大淵 白石会館

R1.7.10 認知症予防 堀田・中村 白石会館
R1.7.15 特殊詐欺について 高瀬 かしわの杜

R1.6.20 地域包括ケアシステムについて 阿部 看護小規模多機能はばたき
R1.6.25 総合事業について 中村 ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ白石居宅

R1.6.12 健康講話 西尾 川北会館
R1.6.19 健康講話 西尾・大淵 ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ白石

R1.6.6 健康講話 西尾・大淵 北都地区会館
R1.6.7 認知症サポーター養成講座 五十嵐・阿 東川下小学校

H31.4.10 特殊詐欺について 五十嵐・高瀬ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ白石
R1.5.28 介護保険について　包括支援センターについて 佐藤 白石区役所

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

R1.11.16 運動仲間づくりから地域づくりへ　介護予防事業のこれから 西尾
開催年月日 演題名 発表者

白石区第1地域包括支援センター



７．外部研修参加

R2.2.21 運営方針の運用に係る説明会及び研修 札幌市 札幌市役所 佐藤・堀田

R2.2.18 妄想性障害の理解について 白石区第2包括 白石区民センター 佐藤・高瀬・中谷・大淵・谷口
R2.2.20 運営方針の運用に係る説明会及び研修 札幌市 ＷＥＳＴ19 五十嵐・高瀬・西尾・中谷・中村・

R2.2.2 若年性認知症北海道フォーラム 札幌市 かでる2.7 水戸
R2.2.12 地域包括支援センター職員研修（保健師編） 札幌市 かでる2.7 西尾・大淵

R2.1.27 地域包括支援センター職員資質向上研修 北海道地域包括・在宅支 第2水産ビル 堀田
R2.1.27 札幌市ゲートキーパー研修会 北海道いのちの電話事務局カナモトホール 中谷

R2.1.20 司会者養成研修 北海道 北海道自治労会館中谷
R2.1.24 発達障がい特性を背景に持つ8050問題への対応 札幌市 かでる2.7 水戸・中谷

R1.12.25 訪問指導員研修会 札幌市 社会福祉総合センター西尾・大淵
R2.1.17 ＡＩとケアマネジメント 全国介護事業者協議会 札幌エルプラザ 中村

R1.12.12 高齢者の権利擁護を考える集い 北海道 かでる2.7 水戸・鈴木
R1.12.18 札幌市介護予防ケアマネジメント研修会 札幌市ケアマネ連協 北海道自治労会館大淵・谷口

R1.12.10 札幌市ゲートキーパー研修会 北海道いのちの電話事務局教育文化会館 佐藤
Ｒ1.12.10～12.12 介護支援専門員更新研修 北海道総合研究調査会 第2水産ビル 高瀬・中谷

R1.11.25 札幌市ゲートキーパー研修会 北海道いのちの電話事務局かでる2.7 水戸
R1.11.26 アルコール依存症研修会 白石区第2包括 白石区民センター 中村・水戸・中谷

R1.11.21 ＶＲ研修 石狩振興局 かでる2.7 高瀬
R1.11.25 北海道高齢者虐待防止推進研修会 社会福祉協議会 かでる2.7 阿部

R1.11.11 介護予防従事者研修 石狩振興局 かでる2.7 大淵
R1.11.19 地域包括支援センター現任研修 札幌市 ＴＫＰ札幌ビジネス 五十嵐

R1.11.3 主任ケアマネフォローアップ研修 北海道主任介護支援専門員 北海道自治労会館中村
R1.11.6 若年性認知症従事者向け研修会 札幌市 共催ホール 水戸

R1.10.26 認知症サポート医かかりつけ医フォローアップ研修 札幌市 札幌市医師会 佐藤
R1.10.30 主任介護支援専門員資質向上研修 札幌市ケアマネ連協 第2水産ビル 阿部

R1.10.20 主任ケアマネフォローアップ研修 北海道主任介護支援専門員 ＴＫＰ札幌ビジネス 佐藤
R1.10.21 介護支援専門員指導者研修 札幌市ケアマネ連協 北海道自治労会館中村

Ｒ1.9.21～9.22 主任ケアマネフォローアップ研修 北海道主任介護支援専門員 北海道自治労会館五十嵐
R1.9.27 札幌市地域包括支援センター職員研修（初任者研修） 札幌市 ＴＫＰ札幌ビジネス 阿部

R1.9.19 札幌市地域包括支援センター職員研修（基礎編） 札幌市 北海道自治労会館中谷・水戸・鈴木
R1.9.20 札幌市地域包括支援センター職員研修（現任者研修） 札幌市 ＴＫＰ札幌ビジネス 高瀬

R1.9.13 介護サービス苦情相談担当者研修会 北海道国保連 国保会館 堀田
R1.9.17 福まち発！地域福祉市民活動フォーラム 札幌市 カナモトホール 大淵

R1.8.22 認知症初期集中支援チーム伝達研修 白石区 白石区役所 中村・大淵・中谷
R1.9.12 白石区ケアマネジメント能力向上研修会 白石区ケアマネ連協 白石区民センター 五十嵐・阿部・大淵・水戸

R1.8.9 地域包括ケアセミナー 北海道 アスティ45 堀田
R1.8.21 札幌市ケアマネジメント能力向上研修会 札幌市ケアマネ連協 カナモトホール 阿部

R1.7.31 札幌市認知症初期集中支援チーム検討委員会部会 札幌市 ＴＫＰ札幌ガーデ 高瀬
R1.8.7 精神疾患を抱える利用者様の理解と関わり方について 白石区第2包括 白石区民センター 堀田・高瀬・中村・水戸・中谷

R1.7.19 認知症カフェフォーラム 札幌市 国際ビル 五十嵐
R1.7.23 管理者のための虐待対応研修 札幌市 ＴＫＰ札幌ガーデ 佐藤

Ｒ1.6.12～6.14 高齢者虐待対応現任者研修 北海道社会福祉士会 かでる2.7 中村・大淵
R1.6.21 短期集中予防型訪問指導に係る研修 札幌市社会福祉協議会 札幌市社会福祉 西尾・大淵

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者



８．内部研修参加

９．実習指導

Ｒ1.10.2～10.3 保健師 天使大学 2 西尾・大淵

Ｒ1.9.30～10.1 保健師 天使大学 2 西尾・大淵

Ｒ1.9.11～9.12 保健師 天使大学 2 西尾・大淵

Ｒ1.6.18～6.29 社会福祉士 藤女子大学 1 堀田

Ｒ1.9.9～9.10 保健師 天使大学 2 西尾・大淵

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

R2.3.12 虐待アセスメント向上研修 佐藤・五十嵐・堀田・西尾・高瀬・鈴木・中谷・中村・大淵・谷口・水戸

R1.11.15 身元保証について 佐藤・水戸・中谷・阿部・鈴木・西尾
R1.12.26 パーキンソン病や神経難病のリハビリについて 佐藤・五十嵐・堀田・水戸・中谷・阿部・中村・大淵・西尾・高瀬

R1.7.11 日常生活自立支援事業について 佐藤・五十嵐・堀田・中谷・阿部・大淵・中村
R1.9.12 遺言の方式と正しい書き方 佐藤・堀田・水戸・鈴木・中谷。阿部・中村・五十嵐・大淵

開催年月日 研修内容 参加者
R1.5.16 野中式事例検討会 佐藤・堀田・高瀬・鈴木・阿部・中村・西尾・大淵



令和１年度研修実績報告書 部署名 ： 札幌市白石区第3地域包括支援センター

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

R1年12月17～18日 令和元年度北海道主任介護支援専門員更新研修指導事例演習 坂本 アスティ45ビル

R1年10月1～2日 令和元年度北海道主任介護支援専門員更新研修指導事例演習 坂本 アスティ45ビル
R1年10月30日 主任介護支援専門員資質向上研修ファシリテーター 森場 アスティ45ビル

R1年8月20日 介護保険制度と地域包括ケアシステムの今後の展開 坂本 アスティ45ビル
R1年12月10日 介護保険制度と地域包括ケアシステムの今後の展開 坂本 北海道第二水産ビル

R1年5月28日 社会福祉実践現場の理解 坂本 北星学園大学
R1年11月5日 介護保険制度と地域包括ケアシステムの今後の展開 森場 北海道建設会館

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

R1年11月16日 個別地域ケア会議から見えてきた白石区の地域課題 森場
開催年月日 演題名 発表者

　 　 　

　森場　喜和 白石区在宅ケア連絡会 　幹事
　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

氏　名 所属団体名 役職名



７．外部研修参加

2月に1回 在宅ケア連 センター職員

H31.2.12 令和元年度札幌市地域包括支援センター職員研修（保健師）札幌市 かでる2.7 菅野、磯貝
2月に1回 ｹｱﾏﾈ連協 センター職員

R2.1.24 発達障がい特性を背景に持つ8050問題への対応 社会福祉法人はるにれの里かでる2.7 松山
H31.2.17 札幌市ｷｬﾗﾊﾞﾝメイト養成研修 札幌市 かでる2.7 菅野

H31.2.6 令和元年度第1回札幌市高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ運営委員会札幌市 TKPガーデンシティ高畑
H31.2.13 和元年度介護予防推進フォーラム 北海道保健福祉部 歯科医師会館 菅野

R1.12.25 訪問指導員研修会「介護予防の基本と評価の視点」 札幌市 社会福祉総合センター安達
H31.1.20 北海道介護予防活動普及展開事業　司会者養成研修 北海道介護予防活動普及展開事業自治労会館 菅野、高畑

R1.12.18 令和元年札幌市介護予防ケアマネジメント研修 札幌市支援専門員連絡協議会自治労会館 高畑
2月12～14日、20、 北海道介護支援専門員実務研修 北海道介護支援専門員 かでる2.7 安達

H31.1.17 民介協北海道支部「AIとケアマネジメント」研修 民介協北海道支部 札幌エルプラザ 森場
R1.12.11 札幌市ケアマネ連協白石区支部定例会 坂本、森場

R1.11.8 第1回事例報告会 あつまーれ 徳洲苑しろいし 高畑、小澤、安達、磯貝、森場、
R1.11.2 2019年度（公社）北海道社会福祉士会主催権利擁護実 北海道社会福祉士会 かでる2.7 高畑

R1.12.12 高齢者の権利擁護を考える集い 北海道 かでる2.7 高畑、菅野
R1.11.26 アルコール依存症の方の理解と関わり方について 白石区第2地域包括支援 白石区民センター 高畑、中嶋、小澤、菅野、磯貝、

R1.11.27 第29回白石区相談支援事業所交流会 白石区相談支援事業所 白石区役所 高畑、中嶋、小澤、菅野、磯貝、
R1.12.5 白石区在宅ケア連絡会第131回定例会 白石区在宅ケア連絡会 プレミアホテル 菅野、磯貝、森場

R1.10.30 令和元年度主任介護支援専門員資質向上研修 北海道介護支援専門員 自治労会館 森場
R1.11.21 VR認知症体験研修会 北海道 かでる2.7 安達

R1.10.9 訪問指導員研修会「高齢者の口腔衛生・口腔機能向上」札幌市 社会福祉総合センター菅野
R1.10.21 令和元年度札幌市介護支援専門員指導者研修 札幌市介護支援専門員 自治労会館 坂本、森場

R1.10.16 高齢者のフレイルとリハビリテーション 勤医協平和通クリニック 老人保健施設柏が丘磯貝、坂本、森場
R1.9.28 北海道社会福祉士会主催虐待防止研修会 北海道社会福祉士会 かでる2.7 坂本

10月19～20日 2019年度社会福祉士実習指導者講習会 北海道社会福祉士会 かでる2.7 坂本
R1.10.26 令和元年度認知症サポート医・かかりつけ医フォロー 札幌市医師会・札幌市 札幌市医師会館 坂本

H31.1.16 ICT活用促進フェスタ 北海道 自治労会館 森場
R1.9.19 令和元年度札幌市地域包括支援センター職員研修基礎編札幌市 自治労会館 安達、菅野、白山

R1.9.27 令和元年度地域包括支援センター職員初任者研修 北海道総合研究調査会HIT自治労会館 高畑
R1.11.3 第30回北海道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 北海道建設会館 坂本

R1.9.12 介護スタッフ・ケアマネジャーのための実務セミナー2019 社労士成年後見センター かでる2.7 高畑、大坂
R1.8.21 令和元年度札幌市ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力向上研修会 札幌市 カナモトホール 高畑、菅野

R1.11.25 令和元年度北海道虐待防止推進研修会在宅編 北海道社会福祉士会 かでる2.7 高畑
9月21～22日 2019年度リーガルソーシャルワーク研修 北海道社会福祉士会 かでる2.7 小澤

R1.8.3 高齢者虐待防止研修～弁護士から学ぶ経済的虐待 北海道社会福祉士会 社会福祉総合センター小澤、中嶋、高畑
2019/11/21～22、 令和元年度北海道主任介護支援専門員研修 HIT 自治労会館他 磯貝

R1.7.23 令和元年度管理職のための高齢者虐待対応に関する研修札幌市 札幌市役所 磯貝
R1.7.31 札幌市初期集中支援事業 札幌市 札幌市医師会館 坂本

R1.8.9 令和元年度地域包括ケアセミナー 北海道地域包括在宅介 アスティホール 坂本
9月21～22日 令和元年度主任介護支援専門員フォローアップ研修会 北海道介護支援専門員協会北海道自治労会館坂本、森場

R1.6.21 第2回訪問指導員研修会連絡会 白山、菅野
R1.7.19 令和元年札幌市認知症カフェフォーラム 安達

R1.5.10 発達障がい講座 札幌市 WEST19 相馬、大坂
6月12～14日 2019年度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大会議室磯貝、森場

12/12～13、1/20～ 令和元年度　北海道主任介護支援専門員更新研修 HIT 自治労会館他 森場
8/23、10/2～3、 介護支援専門員更新研修 HIT 自治労会館他 松山

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者



８．内部研修参加

９．実習指導

１１．新人研修

H31年4月4日 コミュニティホーム白石新入職員研修会 安達、菅野

開催年月日 研修内容 担当

H31年4月2～3日 渓仁会合同新入職員研修会 安達、菅野

R2年2月12～18日 社会福祉士入門実習北星学園大学 2 小澤、中嶋

R1年8月16～19日 社会福祉士本実習 北星学園大学 1 小澤、中嶋

R2年2月17日、20日 保健師実習 札幌医科大学 2 安達、菅野

実習期間 実習内容 当該養成校 人数 担当者

R1.9.4 最近の消費者トラブルと対処法（消費者センター） センター職員
R1.11.12 2019年度医療的ケア講座 安達

R1.8.6 渓仁会グループOJT研修 小澤
R1.8.7 2019年度メンタルヘルス研修会 中嶋

R1.6.24 スタンダートプリコーション（標準予防策） センター職員
R1.7.29 札幌市初期集中支援事業伝達研修 センター職員

R1.6.11 2019年度医療的ケア講座 白山
R1.6.21 接遇（斉藤部長、山本主任より） センター職員

5/10、7/12、9/13、 渓仁会中堅管理職講座 磯貝
月1回 ミニ勉強会 センター職員

R1.5.30 カンフォータブルケア センター職員
R1.6.21 日常生活支援事業研修（社協） センター職員

R1.5.27 虐待研修 センター職員
5月28日29日 渓仁会グループ新任役職者研修 森場

開催年月日 研修内容 参加者


