
令和２年度研修実績報告書 部署名　：

３．研究発表（内部）
発表年月日 時間 演題名 発表者

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

施設ケア部

Ｒ3　2/10

Ｒ3　2/18 5分 私の気持ちをわかって！　疾患に着目した介護～そして在宅復帰に向けて

Ｒ3　2/18 5分 水から健康、自ら健康　～水分補給について工夫してみた～

5分

望月　

Ｒ3　2/18 5分 俺の気持ちをわかってくれよ！　～関りを増やして在宅復帰までの穏やかな生活を～ 三井　

開催年月日 題名 講演者 会合・会場
Ｒ1　12/22 介護福祉士受験対策講座　講師 佐藤 社会福祉法人　渓仁会本部

Ｒ2　1/22 元気高齢者など地域人材の介護助手活用促進研修　発表 佐藤 キャリアバンク　株式会社

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
Ｒ2　8/7 介護現場における新型コロナウイルス感染予防対策について 本部 コミ白 植田　　佐藤　　　

Ｒ2　8/12～ 実務者研修講座7月生 本部 自宅 真野

Ｒ2　9/19 スキルアップ研修会　コロナウイルス感染症対策 老健協 コミ白 伊藤（渉）

開催年月日 研修内容 参加者

Ｒ2　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

<　委員会・部署別研修会　>

Ｒ2　7/28 接遇研修　　ケアの質向上委員会主催 12名

R2　7月 食中毒研修（課題式）　　　感染症予防委員会主催 全員対象

R2　8/20 KYT研修会　　事故対策委員会主催　 11名

R2　8月 正しいパット交換についての研修（課題式）　　褥瘡対策委員会主催 全員対象

R2　9/7　9 重度者介護技術内部研修会　　リハ課＋ケア部合同主催 9/7　7名　9/9　8名

R2　9/23 スピーチロック研修会　　抑制廃止委員会主催 8名

R2　11/11 記録研修　　　認知症・記録委員会主催 9名

Ｒ2　11月　～　12月 嘔吐処理研修会　　感染症予防委員会主催 全員対象

R2　12/22 口腔機能全般についての研修会　　リハ課＋ケア部合同主催 8名

5分 臭い口は許さん　～口腔内の清潔とQOLを考える～

面会制限の中で利用者とご家族を繋げよう　～会えない中、少しでも安心いただくために～

歯をしっかり磨きましょう。　～口腔ケアの関わり方～

長内　

Ｒ3　2/18 5分 職員とコーディネート　～入浴準備を通じて生活のハリを～ 細谷　

Ｒ3　2/10 5分

中田　

遠藤

リンパマッサージを取り入れて　～お願いだから不穏にならないで！～ 山口　

Ｒ3　2/10

村太　

Ｒ3　2/10 5分



１１．新人研修

開催年月日 研修内容 担当
R2　4/6 コミ白　新入職員研修会 佐藤　

役職者研修会 伊豆野　荒谷　佐藤

渓仁会グループ職員合同研修会 植田　阿部　佐藤

アンガーマネジメント研修会 田尾

リーダースキルアップ研修会 望月

R2　9/18　10/22 役職者の為の業務改善研修会 荒谷

R2 　10/6　 新入職員フォローアップ研修会 長内

R2　7/2 2020年度7月新入職員研修会 長内

新入職員フォローアップ研修会 藤田

人生の週末を考えるACP 矢内

R2　7/7

R2　8/7

R2　5　7　9　10月 2020年度渓仁会中堅管理職講座 佐藤

R2　6月～R3　3月（月1回）介護人財定着化プロジェクト 伊豆野　　佐藤

<　個人参加別研修会　>

R2　4/2 2020年度4月新入職員研修会 農作　濱田　藤田

R2　4/6 コミ白　新入職員研修会 農作　濱田　藤田

R3　2月 施設における転倒予防（課題式）　　事故対策委員会主催 全員対象

7名

R3　1/26 ポジショニング研修会　　褥瘡対策委員会主催 7名

R3　2/10　18 事例発表会　　ケアの質向上委員会主催 2/10　8名　　2/18　7名

R3　1/19 身体拘束についての研修会　　抑制廃止委員会主催

承認と傾聴研修会 阿部

R2　9/14　10/13

R2　10/16

R2　11/18

R2　9/11

R2　10/13



令和２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

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

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

水野

7分 EWITHコロナに向けての1年を振り返って 前野

3月23日 7分
3月23日 7分 MTDLPを用いた事例報告のその後について 玉木

3月9日 7分 白石区のリハ職におる介護要望事業の現況報告 福島

3月16日

和田
3月16日 7分 感染症対策への職員の関わり 藤田

岡本

3月2日 7分 介護報酬改定の方向性から見える当施設の将来的展望について 小路
3月9日 7分 手稲つむぎの杜での取り組み 松本

3月2日 7分 看取りでも食事形態 アップができた一症例 魚住
平村3月2日

発表年月日 時間 演題名
手づくり　座幅調整・幅広アームサポート　紹介

発表者
3月2日 7分

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 渓仁会グループ研究発表会プログラム委員会 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

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
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 白石区担当

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 アドバイザー

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を行いながら実施した

渡瀬

なし

3月9日 7分

3月16日
3月23日 7分 家族への介護指導を経て在宅復帰につなげることができた症例 小林

7分 食道術後の嚥下リハビリテーション

3月16日 7分 転倒アセスメントのデータ化とシステム確立への着手

訪問リハの業務改善・進捗状況２ 三島木
3月23日 7分 絵カード評価法を試用した事例

7分 Excelマクロを使用した書類の電子化への取り組みについて 佐竹

手すりと歩行器を併用し在宅復帰された例 櫛引

5月13日 7分 当訪問リハビリテーション事業所の情報発信について～ホームページに着目して～山本
5月13日 7分



６．講演・講義・セミナー講師等

７．地域活動

８．外部研修参加

ＷＥＢ開催
札幌市リハ職派遣事業

9月3日
9月15日
10月2日
3月3日

札幌市一般介護予防事業業務会議・ＷＥＢ 福島
福島 南郷たんぽぽ公園

7月16日
8月18日
8月24日
8月31日

個別地域ケア会議アドバイザー 水野
札幌市一般介護予防事業業務会議・ＷＥＢ 福島

介護予防教室

6月26日
7月13日

地域ケア個別会議 福島 白石区役所
個別地域ケア会議アドバイザー

開催年月日

ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞについて 福島，櫛引，

移動・移乗の介助方法 高橋，櫛引，

題名 講演者

開催年月日
7月21日
9月7日
9月9日
12月22日

2月17日 “なぜ”から作るタイトル～ご家族に安心を届けるために 法人本部

題名 講演者 会合・会場
移動・移乗の介助方法 福島，三好 白石の郷デイサービス
移動・移乗の介助方法 高橋，櫛引， ケア部研修会

ケア部研修会
摂食・嚥下について-ＭＡＳＡ，ＭＭＡＳＡ- 平村 ケア部研修会

ケア部研修会1月26日

会合・会場

水野 白石区第３地域包括支援事業所

札幌市一般介護予防事業業務会議・ＷＥＢ 福島 ＷＥＢ開催
ＷＥＢ開催

福島・小路 南郷丘公園
札幌市リハ職派遣事業 福島 南郷丘公園

白石区第３地域包括支援事業所

札幌市生活機能向上支援事業 水野 白石区老人福祉センター

札幌市生活機能向上支援事業 福島 白石区老人福祉センター

3月16日 札幌市介護予防事業推進業務会議 福島 ＷＥＢ
3月5日

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
WEB開催(コミュニ 福島、高橋

9月26日 社会福祉法人渓仁会リハビリテーション合同研修会
渓仁会グループリハビリ研修
委員会

WEB開催
福島、水野、平村、山本、小路、魚住、高橋、佐
竹、和田、玉木、小林、櫛引、前野、松本

8月7日 新型コロナウイルス感染症における感染予防 4町村健康づくり連携事業

9月27日 第９回北海道神経難病リハビリテーション研究会講演会
北海道神経難病リハビリ
テーション研究会

WEB開催 福島、和田、櫛引
10月6日 第５４回日本作業療法学会 日本作業療法士協会 WEB開催 福島
10月11日 第９回北海道神経難病リハビリテーション研究会講演会

北海道神経難病リハビリ
テーション研究会

WEB開催 福島、和田
10月16日 渓仁会職員合同研修会 医療法人渓仁会 ＷＥＢ開催 福島、平村、小路、櫛引、小林、前

福島、和田
10月18日 脳卒中・循環器病対策基本法と理学療法 日本理学療法士協会 ＷＥＢ開催 櫛引
10月18日 第９回北海道神経難病リハビリテーション研究会講演会 北海道神経難病リハビリ WEB開催

10月25日 第6回渓仁会グループリハビリテーション研修会
渓仁会グループリハビリ研修
委員会

ＷＥＢ開催 福島、小路、松本
11月7日 姿勢制御から考える歩行分析と治療 福岡医療団研修会 ＷＥＢ開催 福島
12月5日 地域リハ連携強化研修

北海道リハビリテーション専
門職協会

ＷＥＢ開催 福島
12月19日 臨床実習指導者講習会 日本作業療法士協会 ＷＥＢ開催 小路

ＷＥＢ開催 和田



９．内部研修参加

１２．新人研修

ＷＥＢ開催
3月4日

ＷＥＢ開催

9月17日
9月28日

7月23日 ＫＹＴ研修

福島

要介護者の誤嚥性肺炎のための口腔ケアと食支援のポイント

3月17日 発達学-社会性の発達-②　心の理論，他者理解，道 リハテック・リンクス

3月10日
3月14日

発達学-社会性の発達-①　感情，共感，共同注意の発 リハテック・リンクス

福島、水野、平村、山本、高橋、佐竹、渡瀨、和田、小林、櫛引、前野

感染予防研修 福島、水野、小路、魚住、渡瀬、和田、玉木、小林、櫛引、前野、松本

コロナ期のZoom活用が未来を変えた！ 中外医学者 ＷＥＢ開催 前野
福島

作業療法士におけるｼﾁｭｴｰｼｮﾝ別目標設定の実際 リハテック・リンクス ＷＥＢ開催 福島

研修内容 参加者開催年月日

松本

ＫＹＴ研修 福島、水野、小路、魚住、和田、玉木、小林、櫛引、前野、松本
感染予防研修

12月28日
福島、水野、平村、山本、高橋、佐竹、和田、玉木、三島木、小林、櫛引、前野

1月22日

開催年月日 研修内容 担当

4月7日 コミ岩内　介護保険制度について 福島

4月7日 コミ岩内　リスク・マネジメントについて 福島

4月7日 コミ岩内　介護技術① 福島

4月8日 コミ岩内　介護技術② 福島

4月8日 コミ岩内　法人の組織・地域活動 福島

4月8日 コミ岩内　中枢神経系疾患の評価と治療 福島

4月8日 コミ岩内　実技　寝返り～起き上がり 福島

4月9日 コミ岩内　認知症について 福島

4月9日 コミ岩内　福祉用具・住環境整備 福島

4月9日 コミ岩内　シーティング 福島

4月9日 コミ岩内　実技　座位～立ち上がり 福島

4月10日 コミ岩内　実技　立位～歩行 福島

4月10日 コミ岩内　食事動作 福島

4月10日 コミ岩内　目標設定 福島

11月5日 コミ美唄　介護保険制度について 福島

11月5日 コミ美唄　法人の組織・地域活動 福島

11月5日 コミ美唄　リスク・マネジメントについて 福島



11月5日 コミ美唄　介護技術①② 福島

11月13日 コミ美唄　認知症について 福島

11月13日 コミ美唄　中枢神経系疾患の評価と治療 福島

11月13日 コミ美唄　実技　寝返り～起き上がり 福島

11月13日 コミ美唄　シーティング 福島

11月20日 コミ美唄　高齢者の特徴 福島

11月27日 コミ美唄　歩行について 福島

12月4日 コミ美唄　食事動作について 福島

12月18日 コミ美唄　目標設定 福島



令和２年度研修実績報告書 部署名　：

３．研究発表（内部）

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

支援相談課

発表年月日 時間 演題名 発表者
R3.2月 コロナ禍での超強化型維持に向けて（オンライン発表） 山腰

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

R3.1.22 介護人材定着化オンライン研修 遠藤 キャリアバンク株式会社

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
4月2日 新人研修 本部 コミ白（ＴＶ会議） 白鳥、髙橋佳奈
5月12日 中間管理職研修（第１回） 本部 コミ白（ＴＶ会議） 髙橋主任
5月22日 ハラスメント研修 本部 コミ白（ＴＶ会議） 坪田
7月7日 新人フォローアップ研修 本部 コミ白（ＴＶ会議） 白鳥、髙橋佳奈
7月14日 中間管理職研修（第2回） 本部 コミ白（ＴＶ会議） 髙橋主任
8月7日 感染予防対策 本部 コミ白（ＴＶ会議） 遠藤
8月7日 ACP（アドバンスケアプランニング～人生会議） 本部 コミ白（ＴＶ会議） 遠藤、山腰
8月19日 経営マネジメント力　養成研修会（第１回） 医療法人本部 渓仁会ビル 遠藤
9月8日 中間管理職研修（第3回） 本部 コミ白（ＴＶ会議） 髙橋主任

開催年月日 研修内容 参加者

9月16日 経営マネジメント力　養成研修会（第2回）

10月13日 役職者研修（コーチング） 遠藤、山腰

9月11日 傾聴と承認研修 本部 コミ白（ＴＶ会議） 坪田、白鳥、髙橋佳奈

9月19日 老健における新型コロナウイルス感染症対策
医療法人本部 渓仁会ビル 遠藤
老健協 コミ白（ZooM） 山腰、遠藤（北濃健保会館）

渓仁会ビル 遠藤
遠藤
遠藤

コミ八雲

11月25日 経営マネジメント力　養成研修会（第5回）
医療法人本部 小樽商科大学サテライト

医療法人本部 小樽商科大学サテライト

髙橋主任、坪田
10月14日 経営マネジメント力　養成研修会（第3回） 医療法人本部
11月4日 経営マネジメント力　養成研修会（第4回）

10月13日～14日 コミュニティホーム八雲　施設ケアマネ実習



担当者

１０．研修受け入れ

実習期間 実習内容 当該養成校 人数
R3.3.3～3.5 社会福祉士実習 北星学園 1 山腰

研修期間 実習内容 当該施設 人数 担当者
11月4日 在宅復帰、訪問 喜茂別きらめきの郷 2 遠藤



令和２年度研修実績報告書 部署名　： コミュニティホーム白石通所リハビリテーション

８．内部研修参加
開催年月日 研修内容 参加者
令和2年7 新型コロナウイルス感染への対応 鳥本
令和2年7 電話対応　ケアの質委員会 鈴木
令和2年８ 事故対応研修 岩本
令和2年9月 抑制委員会研修 四十栄
令和2年9月 ノロ・嘔吐研修 秋山　村田　佐藤　平岡　鈴木　岩本　菅谷　四十栄
令和2年9月 中堅管理職講座 鳥本　
令和2年１０月 役職者研修 秋山　村田
令和2年１０月 アロマ研修 平岡



令和２年度研修実績報告書 部署名　： ショートステイセンター白石の郷

３．研究発表（内部）
発表年月日 時間 演題名 発表者

R3.2.18 17：40～ 危険意識の向上～ヒヤリハットを正しく使用し事故防止～ 宇佐見



令和２年度研修実績報告書 部署名　： ヘルパーステーション・コミュニティホーム白石

７．外部研修参加

８．内部研修参加

１１．新人研修

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
10月10日 令和2年度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 アスティ45 河野亜紀

開催年月日 研修内容 参加者
6月25日 感染症対策　　手洗い 常勤3名　　非常勤5名
7月22日 衛生研修会 常勤3名　　非常勤7名
9月22日 訪問介護の接遇マナー 自宅研修　常勤4名　　非常勤8名
3月2日 新型コロナウイルス感染症の特徴と感染対策 自宅研修　常勤4名　　非常勤9名

訪問介護における新型コロナウイルスの感染防止の取り組み

開催年月日 研修内容 担当
2月4日～11日 訪問前研修、同行研修　(非常勤1名）



令和２年度研修実績報告書 部署名　： 居宅介護支援事業所ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ白石

７．外部研修参加

８．内部研修参加

９．実習指導

　　　　　担当者

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
10月16日 主任介護支援専門員事例検討会 白石区地域包括支援センター 区民センター 相馬
3月9日 主任介護支援専門員事例検討会 白石区地域包括支援センター リモート（コミ白会議

室）
相馬・手塚・北川

1月22日 白石区第3地域包括支援センター事例検討会 白石区第３地域包括支援センターリモート（コミ白会議
室）

相馬
R2.9.17～R2.11.22 主任介護支援専門員更新研修 北海道総合研究調査会 自治労会館他 相馬
R3.2.6～ 主任介護支援専門員研修 北海道総合研究調査会 eラーニング 水上

開催年月日 研修内容 参加者
6月23日 ICFについて 相馬・手塚・水上・及川・谷口・北川
8月25日 消費者センターについて 相馬・手塚・水上・及川・北川
9月29日 認知症と薬の関わりについて 手塚・水上・及川・谷口・北川
10月27日 成年後見制度について 相馬・手塚・水上・及川・谷口・北川
3月30日 介護保険改定について 相馬・手塚・水上・谷口・北川
3月30日 介護支援専門員倫理綱領 相馬・手塚・水上・谷口・北川
10月16日 他法人との合同事例検討会 手塚・水上・谷口・北川
10月22日 他法人との合同事例検討会 相馬・手塚・水上・谷口・北川・及川

実習期間 人数実習内容 当該養成校

10月18日 アンガーマネジメント 手塚

R2.9.2～9.4 1 及川北海道介護支援専門員実務者研修実習生受入北海道介護支援専門員協会



令和２年度研修実績報告書 部署名　： グループホーム白石の郷

３．研究発表（内部）

７．外部研修参加

８．内部研修参加

発表年月日 時間 演題名 発表者
Ｒ3　2/10 5分 「笑顔が見たい」～レビー小体型認知症の症状に寄り添う～ 小野寺

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
Ｒ2　11/25 令和２年度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 グループホーム 菊地

Ｒ2　11/30 令和２年度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 自宅 後藤

開催年月日 研修内容 参加者
Ｒ2　8/7 介護現場における新型コロナウイルス感染予防対策について 奈良

Ｒ2　8/17～9/18 2020年度防災ビデオ学習 奈良・高根・後藤・塩田・寺田・結縄・古部・前田・鈴木・小野寺・倉見・菊地・古部（千）・西田・筒井・藤田

青木・竹田・八十嶋・杉江

Ｒ2　9/23 スピーチロック研修会 奈良

Ｒ2　10/12 2020年度渓仁会グループＯＪＴ研修会 塩田

Ｒ2　10/13 部下との目標面接スキル向上 高根



令和２年度研修実績報告書 部署名　： ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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

発表年月日 時間 演題名 発表者
2月18日 安定した利用者確保と自立型人材の養成 成田

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
8/17,18、19 次世代型デイサービス　エルパサ見学 おいらーく 現地 ９名

開催年月日 研修内容 参加者
6月9日 送迎車内　緊急時対応 １４名
7月12日 移乗研修 １０名
8/13　　8/21 接遇研修　電話対応について １２名
8/17～8/31 防災ビデオ研修 １４名
9/28,29 感染研修　　車内嘔吐対応 １3枚
9月30日 夜間頻尿研修 １４枚
10月5日 自立支援研修 １４名
10月13日 管理者研修　　コーチング 水島　大沢田　成田
10月22日 ポジショニング研修 １１名
2月18日 緊急時対応　　サクション準備 １１名



令和２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

栄養管理課

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
3月13日 介護報酬改定に備えた栄養管理研修 一般社団法人日本健康・栄養システム楽器愛オンライン研修 仙石

開催年月日 研修内容 参加者
年2回 栄養管理者会議 社福栄養士



令和２年度研修実績報告書 部署名　：

８．内部研修参加

施設管理課

開催年月日 研修内容 参加者
2020/9/23～ 防災学習 １４３名
9月12日 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ防災学習 ２１名
2月21日 コミ白防災学習 １０名



令和２年度研修実績報告書 部署名　：

８．内部研修参加

経営管理課

接遇研修会 山本

開催年月日 研修内容 参加者
6/15・16 感染予防委員会（手洗いチェッカ―） 山本・高橋・鳴海・中村

2月17日 広報研修会 高橋
1月13日



令和２年度研修実績報告書 部署名　：

３．研究発表（内部）

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

10月13日 役職者研修 野口

8月7日 感染対策研修（手洗いチェック） 野口・山本
9月25日 ノロウイルス感染対策 野口・山本

開催年月日 研修内容 参加者

2月20日 HARP連携研修会 HARP Zooｍ 野口・山本
2月20日 オーラルフレイル研修 北海道歯科衛生士会 Zoom 山本

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
9月10日 「札幌市介護予防センター事業について」 野口 白石第一地域包括

発表者
12月30日 コロナ禍での地域活動自粛下での公園体操展開（パワポ） 山本
発表年月日 時間 演題名

介護予防ｾﾝﾀｰ白石中央



令和２年度研修実績報告書

１．学会等役職員

２．著書・論文
：

３．研究発表（内部）

６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

中村　伴則 白石区介護支援専門員連絡協議会 役員

部署名　：白石区第1地域包括支援センター

大淵　夏生 白石区在宅ケア連絡会 幹事

氏　名 所属団体名 役職名

発表年月日 時間 演題名 発表者
令和3年2月 地域における主体的な介護予防の推進 五十嵐
3月17日 各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの整理整頓を通して 五十嵐

開催年月日 題名 講演者 会合・会場
7月9日 包括支援センターについて　フレイル・サルコペニアについて 五十嵐　西尾 川北会館
7月16日 コロナ禍での権利擁護支援について 堀田　高瀬　中谷 白石区第1包括
9月1日 認知症サポーター養成講座 五十嵐　高瀬 北澤　真之介法律事務所
10月16日 認知症講座 西尾　大淵 駅前福祉会館
10月20日 認知症講座 西尾　大淵 共栄福祉会館
10月21日 認知症講座 西尾　大淵 中央福祉会館
10月22日 虐待新マニュアル　セルフネグレクトについて 堀田　高瀬　中谷 白石区第1包括
10月27日 成年後見制度について 堀田　中谷 コミュニティホーム白石

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
9月9日 在宅ケアにおける新型コロナウィルス感染症 白石区在宅ケア連絡会 ＺＯＯＭ 佐藤　五十嵐　大淵
9月25日 パーキンソン勉強会 白ゆり訪問看護 白ゆり訪問看護 高瀬　谷口
10月9日 地域包括支援センター初任者研修 北海道 ＴＰＫ札幌ビジネスセンター 中谷

10月27日 介護予防ケアマネジメント従事者研修 北海道総合研究調査会 ＴＰＫ札幌ビジネスセンター 植田
11月4日 北海道高齢者虐待防止推進研修会 北海道社会福祉士会 かでる2.7 中谷
11月5日 地域包括支援センター現任者研修 北海道 ＴＰＫ札幌ビジネスセンター 高瀬
11月7日 札幌市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 ＺＯＯＭ 堀田
12月11日 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 ＺＯＯＭ 大淵

10月16日 野中式事例検討会 しろっぴぃーず 白石区民センター 佐藤　五十嵐　中村



８．内部研修参加

１１．新人研修

ＺＯＯＭ 堀田　高瀬　大淵

4月2日 新入職員研修会 植田

3月16日 野中式事例検討会 しろっぴぃーず ＺＯＯＭ 西尾　高瀬　中谷　谷口　植田

ＺＯＯＭ 西尾
介護保険改定研修会 札幌市ケアマネ連協 ＺＯＯＭ 佐藤　大淵

ＺＯＯＭ 五十嵐　大淵
新型コロナウィルス感染症と感染対策 白石区在宅ケア連絡会 ＺＯＯＭ 佐藤　大淵

3月2日

3月10日

高齢の飲酒問題を抱える人への対応の仕方について

地域包括ケアセミナー

全ての罪をつぐなった障がい者・高齢者の地域生活を支える

旭山病院

北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会

北海道地域生活定着支援センター

3月9日 野中式事例検討会

12月18日
2月24日
3月2日

開催年月日 研修内容 参加者
5月22日 ハラスメント防止研修会 堀田
7月16日 障がい福祉サービスの手続きとサービス内容について 佐藤　五十嵐　堀田　西尾　高瀬　中谷　大淵　植田　水戸
8月7日 ＡＣＰ研修会 五十嵐　水戸
9月10日 介護予防センターについて 佐藤　五十嵐　堀田　西尾　高瀬　中谷　大淵　植田　水戸　鈴木　谷口　中村
9月11日 傾聴と承認研修会 中村
10月8日 若年性認知症について 佐藤　五十嵐　水戸　中谷　西尾　高瀬　大淵　谷口　植田　中村　鈴木
10月13日 役職者研修会 佐藤　五十嵐　堀田
10月16日 渓仁会グループ研修会 佐藤　五十嵐
10月26日 役職者のための業務改善研修会 五十嵐　水戸

開催年月日 研修内容 担当

4月6日 新入職員研修会 植田

7月7日 新入職員フォローアップ研修 植田

佐藤　五十嵐　中村

3月10日 成年後見制度普及セミナー 北海道社会福祉協議会 ＺＯＯＭ 中谷

しろっぴぃーず ＺＯＯＭ



令和2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

３．研究発表（内部）

６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

磯貝、小澤、高畑、松山、中嶋、大

ケアマネ連協白石支部 ズーム 磯貝、森場
ウェブ 磯貝、森場

ズーム 中嶋
R3.2.1～5 令和2年度地域包括支援センター職員基礎研修 ウェブ

磯貝
介護支援専門員更新研修 HIT アスティ45ビル 磯貝

R2.6 介護支援専門員実務研修（WEB） 北海道介護支援専門員協会 在宅へ変更 安達

講演者 会合・会場
R2年6月30日 社会福祉実践現場の理解(リモート） 坂本 北星学園大学

発表者
R3年2月 第3包括における認知症相談の分析結果について 坂本

氏　名 所属団体名 役職名
　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
　 　 　

発表年月日 時間 演題名

R2年8月19日 利用者や関係者（家族を含む）との関わりの実際に関する講義（ズーム） 坂本 北星学園大学

開催年月日 題名

R2年10月13～14日 主任介護支援専門員更新研修 坂本 アスティ45ビル
R2年12月15～16日 主任介護支援専門員更新研修 坂本 旭川北洋ビル

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
R2.5.11～13

R2.9.9 在宅ケアにおける新型コロナウイルス感染症 中央区、白石区在宅ケア連絡会 ズーム 森場、中嶋、松山、磯貝

R2.12.2～12.4
令和元年度　北海道主任介護支援専門員研修 HIT 在宅へ変更

R2.10.9 令和2年度地域包括支援センター職員研修（初任者） 北海道 TKR札幌ビジネスセ 菅野
2020/10/22、29、 2020年度多職種連携を通じた地域包括ケアの在り方 まちラボサッポロ ズーム 森場、白山、橋本、松山、菅野、磯
R2.11.5 令和2年度地域包括支援センター職員研修（現任者） 北海道 TKR札幌ビジネスセ 森場
R2.10.14 第2回訪問指導員研修会 札幌市社会福祉協議会 札幌市社会福祉総 菅野、橋本
R2.10.23 転倒について考える講習会 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ白ゆり新さっぽろ 南郷出張所 松山、菅野、橋本、安達、大坂
R2.12.3 在宅で遭遇する突然の症状医師へどのように報告した 平和通クリニック ズーム 森場、松山、安達
R2.12.11 発達障がい特性を背景にもつ8050問題への対応 社会福祉法人はるにれの里 ズーム 中嶋、白山、橋本、松山、大坂、磯
R2.12.18 高齢の飲酒問題を抱える人への対応の仕方 旭山病院札幌市依存症治療拠点機関 ズーム 中嶋、高畑、小澤、白山、橋本、松山、

R2.12.22 介護予防ケアマネジメント ズーム

R3.2.8 ケアマネ連協白石支部定例会

R3.1.23 2020年度社会福祉教育セミナー 日本ソーシャルワーク教育学校連盟北

R3.2.9 介護報酬改定事業所別改定内容と対応策
R3.2.24 白石区在宅ケア連絡会新型ｺﾛﾅウイルス感染症と感染対策白石区在宅ケア連絡会 オンライン 磯貝
R3.2.26 日本在宅介護協会ｺﾛﾅ禍を生き抜く正しく恐れる感染予防
R3.3.10 罪をつぐなった障がい高齢者の地域生活を支える為に

日本在宅介護協会 ウェブ 磯貝、森場、安達
北海道地域生活定着支援センター ズーム



８．内部研修参加

１１．新人研修
研修内容

渓仁会新入職員研修会
コミュニティホーム白石新入職員研修会

R2年7月7日 渓仁会新入職員フォローアップ研修会 松山
R2年4月6日

ズーム・ｱｲﾊﾟｯﾄ研修 全職員

R2.10.20 感染防止対策について 全職員

坂本、松山

R2.11.18 アンガーマネージメント研修会 坂本、松山

R2.10.13 部下との目標面接スキル向上 磯貝、森場
R2.10.16 渓仁会グループ職員合同研修会 磯貝、坂本、菅野

R2.9.11 傾聴と承認研修 安達、橋本、磯貝
R2/9/14、10/13 リーダースキルアップ研修会 中嶋、小澤

R2.8.7 ACP研修（テレビ会議システム） 安達、中嶋、白山、橋本、松山
R2.8.17～9.18 防災ビデオ学習視聴 全職員

開催年月日 研修内容 参加者

R2.8.7 感染予防対策研修会（テレビ会議システム） 安達、松山

長寿社会開発センター ズーム 菅野
平和通クリニック ズーム 磯貝、坂本、森場、安達

R3.3.10 成年後見制度
R3.3.9 在宅で遭遇する発熱多職種で学ぶバイタルサインの基本
R3.3.16 野中式事例検討会研修 白石区3包括合同 ズーム 菅野、松山、橋本

7/14、9/8、10/30 渓仁会中堅管理職講座 坂本

R2.10.20 認知症アロマケア研修 菅野、橋本

R3.2.17 なぜから作るタイトルご家族に安心を届けるために
R3.2.10

松山

開催年月日 担当
R2年4月2～3日 松山


