
令和３年度研修実績報告書 部署名 ：

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

８．内部研修参加

９．実習指導

１１．新人研修

2021年11月9～10日

2021年10月16日

北海道老人保健施設大会特別講演
「在宅医からみた10年後、20年後のニッポン」　佐々木淳
「コロナ禍の高齢者に笑いとフレイル予防を」　清水愛子

氏　名 所属団体名 役職名
斉藤久子 北海道老人保健施設協議会 看護介護委員長

開催年月日 研修内容 担当

実習期間 実習内容

発表年月日

題名 講演者

2021年9月18日
2021年10月30日

新人職員フォローアップ研修（接遇）

施設ケア部看護

時間 演題名 発表者
2021.2.

北海道老人保健施設協議会

開催年月日

2021年7月6日

排便状況の把握にむけての取り組み 佐々木

会合・会場
2021年11月5日 介護職員が知っておきたい医療知識、個人用防護具の着脱方法 斉藤久子 かでる2.7
開催年月日

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
2022年3月25～26日 看護管理者のための災害時のBCPワークショップ 北海道看護協会 オンライン 斉藤久子

オンライン 斉藤久子

在宅・介護保険施設等で働く看護職の実践報告会・交流会 北海道看護協会 オンライン 斉藤久子
オンライン 斉藤久子

新型コロナウイルスとワクチン接種後の高齢者施設での感染対策 北海道老人保健施設協議会 オンライン 斉藤久子・波多野
北海道看護協会保健師職能集会 北海道看護協会

オンライン 斉藤久子

研修内容 参加者
ハラスメント防止研修 波多野なつみ

北海道老人保健施設協議会動き出しは本人から　日本医療大学　大堀具視

当該養成校 人数 担当者
2021.9.28～10.15 老年看護実習 札幌医科大学保健医療学科 4 波多野、吉野
2022.1.11～1.21 老年看護実習 札幌医科大学保健医療学科 4 波多野、吉野

2021.1018～10.29 老年看護実習 日本医療大学 4 波多野、吉野

2021.11.29～12.10 老年看護実習 日本医療大学 4 波多野、吉野

斉藤

2021.4 施設サービスについて、感染予防 斉藤

2021.7.15　10.14



令和３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
   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

R3　10/11 KMS内部監査養成基礎研修会 荒谷

介護人財定着化プロジェクト 伊豆野　佐藤（力）
R3　8/20

R4　２/14 幹部職員セミナー 荒谷・伊豆野・佐藤（力）

R3　10/14 新入職員フォローアップ研修会　 佐藤（佳）
R3　10/15 社福）アサーティブスキル研修会 山口

社福）OJT研修会　～後輩指導の基本～ 小橋
R3　9/27　・11/2 リーダースキルアップ研修会 植田

R3　10　（配信発表） 「私の気持ちを分かって！」　―　疾患に着目した介護～そして在宅復 阿部

＜委員会主催別研修会＞

R3　11月（毎金曜日）

R3　11　 第28回北海道老人保健施設大会　（演題発表） 阿部 配信発表

介護助手活用促進研修 佐藤（力） キャリアバンク　株式会社
R3　10/14 新入職員フォローアップ研修会　（講師） 荒谷

担当者
R3　7/5～　R3　8/13 介護実習 せいとく介護こども福祉専門学校 2名 伊豆野　・　佐藤（力）
実習期間 実習内容 当該養成校 人数

口腔ケアの学習会　　　　　　　　　口腔ケア推進チーム主催29名　(看護課含む)
R3　11月～R4　1月 嘔吐処理研修会　　　　　　　　　　　感染症予防委員会主催17名　（看護課含む）
R4　2/17　・2/24 令和3年度　事例発表会　　　　　ケアの質向上委員会主催

R3　9/27 認知症学習会　　　　　　　　　認知症ケア・記録委員会主催12名　（看護課含む）
R3　9/22　・　9/30 褥瘡研修　　　　　　　　　　　　　　　　　褥瘡対策委員会主催 22名　（看護課含む）

R3　8/13 虐待防止と抑制廃止について　　　　抑制廃止委員会主催10名　（看護課含む）
R3　9/8 カンフォータブル研修　　　　　　　ケアの質向上委員会主催7名　　（看護課含む）

R3　8月 食中毒研修　（課題式）　　　　　　　感染症予防委員会主催全員対象
R3　8月 KYT研修会　（課題式）　　　　　　　　事故対策委員会主催 全員対象

R3　5月　～　7月 手洗いチェッカー実施　　　　　　　　感染症予防委員会主催全員対象

開催　月日 研修内容 参加者

R4　1月・3月 第5回　認知症介護実践研修 株式会社　サンシャイン サンシャイン総合 田尾
R4　1/14 「動き出しは本人から」～関わる事の原点が気づきと関係をもたらす～北海道老人保健施設協議会オンライン研修 古川　佐藤佳　佐藤翔　田尾　村

R3　10月～12月 実務者研修 日本福祉アカデミー オンライン研修 辻
R3　10月・12月 第4回　認知症介護実践研修 株式会社　サンシャイン サンシャイン総合 須田

R3　7/6 「動き出しは本人から」～関わる事の原点が気づきと関係をもたらす～北海道老人保健施設協議会オンライン研修 真野　　宮本
R3　7/15 認知症介護基礎研修 社会福祉法人ほくろう福祉協会かでる2.7 橘

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

開催　月日 題名 講演者 会合・会場
R3　10/7

R3　10　（配信発表） 職員のコーディネート　～入浴準備を通じて生活のハリを！～ 細谷

R4　2/24 5分 もう失敗したくない！　～疾患に着目したケア～ 五十嵐

開催　月日

R3　10　（配信発表）

宮本

R4　2/24 5分 「骨盤底筋運動で尿失禁や頻尿を改善する事ができるか」 濱田

「歯をしっかり磨きましょう」　－　口腔ケアの関わり方　－ 中田

ｶﾝﾌｫｰﾀﾌﾞﾙ・ｹｱを実践してみて～利用者の変化や職員の介護軽減につながるかの検証～植田

佐藤（佳）
R4　2/17 5分 仕事をください～良き生き活動を目指して～ 古川

演題名 発表者

R4　2/24 5分 生活の中に活気とリズムを取り戻そう

発表　月日

R4　2/24 5分

R4　2/17 5分 男性利用者にも日々の楽しみを

試供品パット使用報告 細谷
R4　2/17 5分 主体的に取り組むためのアプローチ 村太

時間 演題名

施設ケア部　（介護）

17名　（看護課含む）
R4　3/10 アクシデント用紙の正しい記入方法　事故対策委員会主催9名　（看護課含む）

発表者
R4　2/17 5分

＜個人参加別研修会＞

R3　7月～11月 渓仁会中堅管理職研修会 伊豆野

R3　7/1　7/2 社福）7月新入職員研修会 佐藤（佳）

R3　4/2 コミ白　新入職員研修会 橘
R3　4/5　・　4/6 社福）新入職員研修会 橘

R3　7月～R4　3月

R3　4/15 社福）役職者昇格時研修　 中田

R3　7/8 社福）ハラスメント防止研修会 細谷



令和３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

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

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 福島

前野
口腔ケアWEBセミナー 雪印ビーンスターク株式会社 ＷＥＢ開催 前野

ＷＥＢ開催 福島

ＷＥＢ開催

ＷＥＢ開催 福島
足関節の理学療法② Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会 ＷＥＢ開催 福島

11月7日 渓ＧＰリハビリ合同研修会 渓仁会グループ ＷＥＢ開催 福島、水野、平村、山本、佐竹、魚
11月12日 感染予防対策研修会 社福本部・後志４町村 ＷＥＢ開催 福島

10月2日 2021年度介護支援専門員受験対策講座② 社福キャリア支援室 ＷＥＢ開催 前野
10月29日 広報研修会 医）渓仁会本部 ＷＥＢ開催 松本、福島

9月25日 社福リハビリ合同研修会 社福本部 ＷＥＢ開催 福島、平村、水野、佐竹、魚住、渡
9月30日 口腔機能低下症とヒノキチオール配合ジェルを用いた口 雪印ビーンスターク株式会社 ＷＥＢ開催 前野

8月11日 摂食・嚥下とポジショニングセミナー エンブレース(株) ＷＥＢ開催 前野、松本
9月18日 2021年度介護支援専門員受験対策講座 社福キャリア支援室 ＷＥＢ開催 前野

7月8日 解釈通知・Q&Aから読み取る令和３年度報酬改定への影 UCHIDAﾋﾞｼﾞﾈｽITｵﾝﾗｲﾝｾﾐ WEB開催 福島
7月24日 ボバース研究会　学術大会 （一社）日本ボバース研究 WEB開催 福島

WEB開催 福島
6月27日 自立支援介護の実践と導入 UCHIDAﾋﾞｼﾞﾈｽITｵﾝﾗｲﾝｾﾐ WEB開催 福島

福島
6月16日 介護保険制度の改正義務化のポイントと事故防止体制 UCHIDAﾋﾞｼﾞﾈｽITｵﾝﾗｲﾝｾﾐ WEB開催 福島

WEB開催

福島
5月27日 解釈通知・Q&Aから読み取る令和３年度報酬改定への影 UCHIDAﾋﾞｼﾞﾈｽITｵﾝﾗｲﾝｾﾐ WEB開催 福島

活動分析研究会 WEB開催5月23日 活動分析研究会

たんぽぽ公園
地域リハ職派遣事業 山本 南郷丘公園

小林，藤井， コミ白レモンカフェ

水野 白石区役所
地域リハ職派遣事業 福島 フレンド公園

福島 フレンド公園
わらべ公園

会合・会場
福島 Zoom

9月8日 個別地域ケア会議 福島 Zoom

福島 地域リハ連携強化向研修（Ｚｏｏｍ）

10月2日 リハビリテーション 水野弘恵

開催年月日
1月26日

認知関連行動アセスメント（ＣＢＡ）を用いた一事例 前野　春香
動画による発表 7分 当訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所の情報発信について～安定した利用者確保を目指して～

講演者 会合・会場

山本　祐司

7分 訪問リハビリを経験して～リスク管理の視点から～ 小林　ゆい
3月29日 7分 転倒不安軽減のための動作訓練・指導介入により外出の自信に繋がった一例三島木　優希
3月29日 7分

3月24日 7分 特養　個別スタッフと共に作る「個別機能訓練計画書」 岡本　知子（月寒あさがおの郷）

3月24日 7分 両側性の肩の可動制限を有する症例の治療経験 福島　雅弘

7分 帰宅願望への対応について 三好　史音
7分 新型コロナウイルスの在宅復帰への影響 水野　弘恵

7分 食事ラウンドの取り組み 松本　佳奈子
3月15日 7分 美唄への出向を経て～ＩＴ化、ミーティング手法の反省点について～ 藤井　宏樹

1月21日
2月26日

地域リハ連携強化研修 北海道ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職協会

11月24日
11月25日

口腔ケアWEBセミナー 雪印ビーンスターク株式会社

基本動作のﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽと動作分析①寝返り動作のﾊﾞｲｵ Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会

11月12日
11月26日

足関節の理学療法① Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会

6月10日 解釈通知・Q&Aから読み取る令和３年度報酬改定への影 UCHIDAﾋﾞｼﾞﾈｽITｵﾝﾗｲﾝｾﾐ

6月24日 解釈通知・Q&Aから読み取る令和３年度報酬改定への影 UCHIDAﾋﾞｼﾞﾈｽITｵﾝﾗｲﾝｾﾐ

研修会名 主催者 場所 参加者開催年月日

11月18日
12月8日

自主活動化支援事業 福島 白石区民センター

10月15日
10月18日

10月8日
10月12日

地域リハ職派遣事業 水野

地域リハ職派遣事業 水野
地域リハ職派遣事業

10月6日
10月7日 自主活動化支援事業 福島 白石区民センター

開催年月日

10月5日

7月29日 地域ケア推進会議・委員
講演者

題名

題名

個別地域ケア会議

開催年月日 セッション名

小林　ゆい

座長/審査員名

10月2日 在宅復帰を見据えた介護予防の経験から

白石区のリハ職による地域活動について

開催年月日 演題名 発表者
10月2日 食道術後の嚥下訓練を経験して 平村　敬寛

3月29日 7分 老健での入所業務を経験して 畑　直宏
3月29日

3月24日
3月24日 7分 手稲つむぎの杜での評価について 平村　敬寛

3月10日 7分 デイケアの今年度の活動⑤ 渡瀬　剛右

3月24日

3月15日 7分 ＡＤＬ評価入所のシュミレーションを意識して関わった事例 佐竹　輔
3月15日

3月10日 7分 デイケアの今年度の活動③ 和田　明莉
3月10日 7分 デイケアの今年度の活動④ 魚住　仁美

3月10日 7分 デイケアの今年度の活動① 藤田　宙也
3月10日 7分 デイケアの今年度の活動② 玉木　領

発表年月日 時間 演題名 発表者
2月1日～2/28（視聴期間）7分 （コミ白研究発表会）手稲つむぎの杜での取り組みについて 松本　佳奈子

渡瀨　剛右 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
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

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　地区長

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



９．内部研修参加

１２．新人研修

1月26日 コミ美唄　食事動作 福島

1月28日 コミ美唄　福祉用具 和田

1月21日 コミ美唄　目標設定 佐竹

1月25日 コミ美唄　住環境整備 水野

1月19日 コミ美唄　言語障害 平村

1月20日 コミ美唄　リスクマネジメント 福島

1月14日 コミ美唄　認知症について 前野

1月18日 コミ美唄　シーティング 岡本（月寒あさがおの郷）

1月7日 コミ美唄　介護保険制度 福島

1月12日 コミ美唄　嚥下障害 平村

1月5日 コミ美唄　構音障害 平村

1月6日 コミ美唄　介護予防・地域活動 大和（コミ八雲）

1月5日 コミ美唄　歩行 福島

1月5日 コミ美唄　高齢者の特徴 福島

1月5日 コミ美唄　介護技術① 福島

1月5日 コミ美唄　介護技術② 福島

5月7日 コミ八雲　福祉用具 和田

1月4日 コミ美唄　法人リハの組織と役割 福島

4月27日 コミ八雲　言語障害 平村

4月28日 コミ八雲　目標設定 佐竹

4月22日 コミ八雲　認知症 前野

4月26日 コミ八雲　住環境整備 水野

4月20日 コミ八雲　嚥下障害 松本

4月21日 コミ八雲　歩行　講義 福島

4月8日 コミ八雲　介護予防･地域活動 福島

4月12日 コミ八雲　リスクマネジメント 福島

4月1日 社会福祉法人　法人リハの組織と役割 福島

4月7日 コミ八雲　高齢者の特徴 福島

開催年月日 研修内容 担当

参加者

8月17日 接遇研修 福島、平村、水野、魚住、佐竹、渡瀨、和田、玉木、前野、松本、小林、櫛引、畑、
11月22日 嘔吐物処理研修 福島、平村、水野、山本、魚住、佐竹、渡瀨、和田、玉木、松本、畑、藤田

福島

7月27日 認知症学習会 福島、平村、水野、魚住、佐竹、和田、玉木、前野、松本、小林、櫛引、畑、藤田
開催年月日 研修内容

3月25日
3月26日 基本動作のﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽと動作分析④起き上がり動作の

3月11日 肩関節の理学療法① Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会 ＷＥＢ開催 福島
3月12日 基本動作のﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽと動作分析③起き上がり動作の Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会 ＷＥＢ開催 福島

3月5日 基本動作のﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽと動作分析②寝返り動作の誘導 Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会 ＷＥＢ開催 福島

Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会 ＷＥＢ開催
肩関節の理学療法② Ｂ.Ｔ.Ｇ研修会 ＷＥＢ開催

福島



令和３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

部署名　：

３．研究発表（内部）

７．外部研修参加

８．内部研修参加

部署名　：

３．研究発表（内部）

部署名　：

３．研究発表（内部）

８．内部研修参加

11月 感染対応（吐物処理） 常勤4名
3月 事故防止 常勤2名　非常勤9名

6月 家庭内での感染を防ぐ 常勤4名　非常勤9名
8月 食中毒三原則 常勤4名　非常勤10名

5月 リスクマネジメントの重要性 常勤3名　非常勤9名
感染を防ぐ（手洗い） 常勤4名　

2月 介護事故防止 河野

開催　月日 研修内容 参加者

R4.2.24 ～食事を楽しく～飲食が進まない利用者への対応 横山

ヘルパーステーション

発表　月日 時間 演題名 発表者

ショートステイセンター

発表　月日 時間 演題名 発表者

3月22日 事故防止研修会 福島　宮村　高橋　魚住　渡瀬　玉木　和田　藤田
水島　秋山　岩本　原田　佐藤　岡原　向中野

12月14日 アンガーマネジメント伝達講習 福島　宮村　加藤　高橋　魚住　渡瀬　玉木　和田　藤田
水島　秋山　岩本　松岡　　原田　　土井　沖野　佐藤　岡原

9月8日 カンフォータブルケア 松岡
11月11日 送迎中の嘔吐対応について 水島　秋山　岩本　松岡　　原田　　土井　沖野　武田　石郷岡　古舘　　増村

11月12日 感染対策研修会 渓仁会本部 ZooM 秋山

開催　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
11月5日 役職者のためのアンガーマネジメント 渓仁会本部 渓仁会本部 水島

通所リハビリテーション

発表　月日 時間 演題名 発表者
2月16日 事例研究発表　　　コロナ対策 秋山

１０月～ 全道老健大会（オンライン） 全員
10月15日 アサーティブスキル研修会 髙橋佳奈

開催年月日 研修内容 参加者
１０月～

11/1～15 老健大会（オンライン） 老健協 全員
1月14日 職員研修「動き出しは本人から」第２回（Zoom研修） 老健協 北濃健保会館 遠藤

7月6日 職員研修「動き出しは本人から」（Zoom研修） 老健協 北濃健保会館 遠藤
10月30日

6月16日 義務化のポイントと事故防止体制強化について（Zoom研修）オフィスブレイン コミ白会議室 山腰
6月28日

主催者 場所 参加者

老健における新型コロナウイルス感染症対策 老健協 北濃健保会館 遠藤

R3.10.7 介護人材定着化オンライン研修 遠藤 キャリアバンク

「自立支援介護」メソッド導入の実際（Zoom研修） オフィスブレイン コミ白会議室 遠藤、山腰、加藤

開催年月日 研修会名

髙橋主任
発表年月日 時間 演題名

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

支援相談課

渓仁会グループ研究発表（オンライン） 全員

遠藤11月5日 役職者の為のアンガーマネジメント

発表者
4.2月 口腔衛生加算～導入から現在に至るまで～



令和３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

９．実習指導

部署名　：

３．研究発表（内部）

７．外部研修参加

８．内部研修参加

部署名　：

３．研究発表（内部）

７．外部研修参加

部署名　：

８．内部研修参加

9月24日 グループホーム避難訓練 １０名
2月22日 防災協会主導防災学習 １２名

施設管理課

開催　月日 研修内容 参加者
9/1～9/30 防災ビデオ研修 ９０名

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者
R4.1月（WEB開催） 特定給食施設等研修会 札幌市保健所 WEB開催 細川美香

リハ・栄養研修会（9/25） 5分 食形態向上に繋がった1事例 細川美香
コミ白研究発表（12月）6分 栄養介入への取り組み 細川美香

2022/1/7・14 ２０２１年度介護福祉士国家試験受験対策講座 菊池

栄養管理課

発表　月日 時間 演題名 発表者

2021/9/1～9/30 ２０２１年度防災ビデオ学習 奈良・後藤・古部・佐々木・小野寺・藤田・鈴木・塩田・古部弘・倉見・筒井・寺田・菊地
福永・高根

11月15日 SDGｓとアイヌ文化 藤田
11月17日 コロナ禍における感染管理の意思決定 奈良

10月21日 アンコンシャスバイアス研修 奈良・小野寺
3月10日 リーダー研修～リーダー主任管理者などのスキルアップ研修高根

9月8日 カンフォータブル研修会 倉見・塩田・菊地
6月16日 義務化のポイント　事故防止体制強化について 奈良

2022/18.19.26～28 認知症介護実践者研修 サンシャイン総合学園 サンシャイン総合 古部（千）

開催　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
7月15日 令和3年度認知症介護基礎研修 ほくろう福祉協会 かでる2.7 菊池

グループホーム

発表　月日 時間 演題名 発表者
2月17日 「やりたいことかい？なんもないねぇ」～単調な暮らしの中に、ささやかな楽しみを求めて～倉見

担当者

6月28日 介護支援専門員実務者研修 北海道介護支援専門員協会 1 手塚

実習期間 実習内容 当該養成校 人数

7月8日 ハラスメント防止研修会 手塚
11月5日 アンガーマネジメント研修 柳沢

3月15日 他法人との合同事例検討会 北川　手塚　水上　谷口　及川　柳沢
3月22日 介護支援専門員倫理綱領 北川　相馬　手塚　水上　谷口　及川　柳沢

10月26日 他法人との合同事例検討会 北川　相馬　手塚　水上　谷口　及川　柳沢
12月21日 スーパービジョンについて 相馬　手塚　水上　谷口　及川　柳沢

8月31日 接遇について 北川　相馬　手塚　水上　谷口　及川
10月18日 認知症について 北川　相馬　手塚　水上　谷口　及川　柳沢

6月29日 インフォーマルサービスについて 北川　相馬　手塚　水上　谷口
7月27日 地域の実情 北川　相馬　手塚　水上　谷口　及川

12/6～3/11 主任介護支援専門員研修 北海道総合研究調査会 リモート 谷口

開催　月日 研修内容 参加者

12月16日 白石区主任介護支援専門員の会　事例検討会 白石区包括 リモート 相馬　水上
12月15日 高齢者運転 白石区包括 リモート 及川

9月9日 権利擁護について 白石区第１包括 リモート 水上
12月9日 白石区主任介護支援専門員の会　事例検討会 白石区包括 区民センター 柳沢　手塚　及川　北川

7月29日 障害のある同居家族との関わり 白石区第１包括 白石区第１包括 及川　谷口　北川
8月19日 白石区主任介護支援専門員の会　事例検討会 白石区包括 リモート 相馬　北川

4月15日 パーキンソン病を学ぼう 協和キリン株式会社 リモート 水上
7月27日 地域を知ろう　社協について 白石区第３包括 リモート 相馬　北川

参加者

発表者
２月 コミ白サービス体との連携～居宅コミ白としての課題～ 谷口
発表　月日 時間 演題名

居宅介護支援事業所

コミ白会議室
リモート

開催年月日 研修会名 主催者 場所

相馬　手塚　北川
及川

1月21日
9/27～11/22

介護離職問題
主任介護支援専門員更新研修

白石区包括
北海道総合研究調査会



令和３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

部署名　：

３．研究発表（内部）

８．内部研修参加

3月25日 BSC勉強会 野口

11月12日 感染予防対策研修会 野口・山本
2月14日 ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹部職員ｾﾐﾅｰ 野口

開催　月日 研修内容 参加者
9月 防災ビデオ研修 野口・山本

介護予防ｾﾝﾀｰ白石中央

発表　月日 時間 演題名 発表者
1月4日 地域と人がつながるスイッチ（パワポ） 山本

鳴海

Ｒ3.12.20 安全衛生管理研修 山本・鳴海
Ｒ4.1.13 接遇研修 鳴海

発表　月日 時間

Ｒ3.10.29 広報研修会 高橋

Ｒ3.4.12 安全衛生管理研修 山本・鳴海
Ｒ3.8.2 接遇研修

演題名

経営管理課

開催　月日 研修内容 参加者

発表者
Ｒ4.2月 コロナ禍だからこそできる　気づける　身につけられる接遇 高橋（未）



令和３年度研修実績報告書 部署名　：

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

８．内部研修参加

９．実習指導

１１．新人研修

長寿社会開発センター
zoom

12月14日

飲酒問題を抱える高齢者への対応の仕方
地域包括支援センター職員課題別研修

12月3日
12月9日

介護保険住宅改修基礎知識

11月23日

アスティ45
zoom

フロンティア zoom 大淵・谷口・水戸・鈴木
zoom

札幌市依存症地域支援 水戸・中谷・大淵・谷口・植田
堀田

zoom

北海道総合研究調査会
北海道社会福祉事業団 伊藤

11月25日
12月3日

主任介護支援専門員フォローアップ研修

介護予防ケアマネジメント従事者研修
罪に問われた障碍者・高齢者とつながり支え続けていくために

伊藤

伊藤
伊藤
中村

五十嵐

北海道社会福祉士会
北海道
北海道総合研究調査会
主任介護支援専門員フォロー
アップ研修委員会

zoom
zoom

11月2日 訪問薬剤師について 白ゆり南郷

地域包括支援センター初任者研修
北海道主任介護支援専門員更新研修

11月9日
11/13～11/14

zoom 高瀬・大淵・中谷・谷口・伊藤
11月5日 北海道高齢者虐待防止推進研修会 zoom

11月15日 認知症サポーター養成講座 札幌弁護士会佐藤・堀田

10月26日 地域包括支援センター職員研修 北海道 zoom 伊藤
10月20日

10月14日 新入職員フォローアップ研修 伊藤

開催　月日 研修内容 担当
7/1～7/2 渓仁会新入職員研修 伊藤

10/25～10/26 保健師 天使大学 3 大淵・伊藤

担当者

9/13～9/14 保健師 天使大学 4 大淵・伊藤

実習期間 実習内容 当該養成校 人数

3月23日 虐待ケースの事例検討
2月25日 渓仁会グループ職員合同研修会 佐藤・五十嵐

7月29日 8050問題　障がいのある家族との関わりについて 佐藤・五十嵐・高瀬・水戸・鈴木・中谷・植田・中村・谷口・堀田・大淵・伊藤

9月9日 高齢者の権利擁護について 佐藤・五十嵐・高瀬・水戸・鈴木・中谷・植田・中村・谷口・伊藤

8月2日
8月5日

接遇研修会
メンタルヘルス研修

3月23日 資質向上・業務改善グループ研修会 札幌市 zoom 中村

開催　月日 研修内容 参加者

家族介護者の仕事と介護の両立支援 厚生労働省 zoom 五十嵐・中村

3月18日 若年性認知症の人の社会参加セミナー 社会福祉法人仁至会 zoom 水戸　谷口　中谷　伊藤

12月16日

10月8日 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

zoom 五十嵐・大淵・植田・谷口・伊藤

10月13日 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協会zoom 佐藤・五十嵐・中村

8月31日 発達障がい特性を背景に持つひきこもりのケースのチーム支援はるにれの里 zoom 中谷・伊藤
9月17日 新任介護職員向けフォローアップ研修 キャリアバンク zoom 伊藤

8月7日 高齢者虐待防止研修 北海道社会福祉士会 zoom 中谷
8月25日 訪問指導員研修 札幌市 zoom 大淵・伊藤

開催年月日 研修会名 主催者 場所 参加者

10月21日 お気軽講座　介護保険について 五十嵐・大 はなの会
10月27日 お気軽講座　地域包括ケアシステム 五十嵐 勤医協看護小規模多機能絆

9月16日 虐待研修 堀田 札幌市介護支援専門員協議会
10月15日 お気軽講座　虐待について 高瀬・中谷 訪問介護ミニとまと

8月4日 認知症サポーター養成講座 中村・高瀬 北洋銀行
9月9日 認知症サポーター養成講座 五十嵐・大 北都中学校

開催　月日 題名 講演者 会合・会場
6月21日 認知症サポーター養成講座 五十嵐・中 北洋銀行

発表者
令和4年2月 事業対象者・要支援者のフレイル分析 大淵　夏生
発表　月日 時間 演題名

大淵　夏生 白石区在宅ケア連絡会 幹事

白石区第1包括支援センター

氏　名 所属団体名 役職名
中村　伴則 白石区介護支援専門員協議会 役員

介護保険最新情報ポイント解説
コロナに負けない身体づくり　ロコモ・フレイルの予防
北海道主任介護支援専門員研修

12月21日
1月13日

ココファン東札幌
日本リハビリテーション学会

zoom
zoom
zoom

大淵・伊藤
伊藤

植田
伊藤

HIT
北海道社会福祉士会 zoom1月21日 高齢者虐待研修

植田

1月25日
1月29日
2/2～2/3

発達障がい特性を背景に持つひきこもりのケースのチーム支援はるにれの里 zoom

北海道介護支援専門員研修
札幌市主任介護支援専門員資質向上研修

中谷・伊藤・谷口・植田・水戸
大淵地域包括支援センター職員研修

北海道主任介護支援専門員研修
北海道
HIT

zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom

2月9日
2月25日
3月10日
3月16日

パーキンソン　最新の治療法
北海道介護支援専門員研修

7/1～7/2
7月8日

渓仁会新入職員研修
ハラスメント防止研修

伊藤
佐藤・五十嵐

役職者のための常務改善研修会 堀田

大淵・水戸
堀田
堀田
五十嵐　中村　植田

南区民センター
北海道介護支援専門員協会
北海道介護支援専門員協会

白石区ケアマネ連協

伊藤
10月28日 SDGS研修 佐藤・五十嵐・伊藤

佐藤・伊藤
佐藤

8月20日 OJT研修 高瀬
9月7日

2月14日 渓仁会幹部職員研修 佐藤・五十嵐

11月11日 整形外科疾患に応じた身体の動かし方やフレイル予防の体操 佐藤・五十嵐・堀田・高瀬・水戸・鈴木・中村・大淵・谷具田・伊藤・植田・中谷
1月21日 家族介護者支援に関する制度について 佐藤・五十嵐・堀田・高瀬・水戸・鈴木・中谷・中村・大淵・植田

3月18日 地域包括支援センター職員資質向上慶州 北海道地域包括・在宅介護支
援センター協議会

zoom 中村

11月8日 役職者のための常務改善研修会 堀田

10月14日 新入職員フォローアップ研修
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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

６．講演・講義・セミナー講師等

７．外部研修参加

発達障がい特性を背景にもつひきこもりケースのチーム支援 はるにれの里

R4年1月18日 　若年性認知症従事者向け研修会 日本認知症グループホーム協会

R4年1月19日 第69回ケアスタッフ研修会 NPO法人中空知・地域で認知症を支える会

R4年2月10日 高齢者の依存症問題「事例検討会」 依存症治療拠点医療機関旭山病院

R4年2月7日 地域生活支援指導者養成研修（アルコール依存症） 依存症対策全国センター事務局

R4年2月17日 地域生活支援指導者養成研修（ギャンブル依存症） 依存症対策全国センター事務局

R4年2月24、25日 R3ひきこもり支援研修「それぞれの個性で続けて行くひきこもり相談」 北海道精神保健推進協会

R4年2月15、17日 札幌医師会「「コロナ禍のACP」 札幌市医師会

R4年2月2日 いつまでも美味しく食べるために 白ゆり南郷

R4年3月10～24日 令和3年度地域包括ケア担当職員セミナー 長寿社会開発センター

R4年3月15日 札幌市高齢者支援計画2021について

R4年3月18日

８．内部研修参加

９．実習指導

老年看護学臨地実習 天使大学 安達、菅野

R4年2月14日、17日 在宅看護実習 札幌医科大学 安達、菅野

当該養成校 人数

R3年9月18日、10月2日介護支援専門員受験対策講座 橋本、菅野

担当者

R3年10月4日～5日 老年看護学臨地実習 天使大学 7名 安達、菅野

R3年8月2日 接遇研修会 磯貝、菅野
R3年8月5日 メンタルヘルス研修会 磯貝、森場

R3年7月8日 ハラスメント防止研修 坂本、森場
R3年9月7日、11月8日役職者のための業務改善研修会 森場

中嶋、松山、磯貝
Zoom 安達、橋本
Zoom

開催年月日 研修内容 参加者

Zoom 松山、森場、菅野

Zoom 小澤、中嶋、大坂

第70回ケアスタッフ研修会ストレスケア NPO法人中空知・地域で認知症を支える会Zoom 松山、森場

中嶋、松山、磯貝
Zoom

磯貝、坂本、森場、小澤、中嶋、白山、高畑、橋本、松山、安達、
菅野

北海道介護支援専門員協会事務局Zoom 坂本

松山、森場、菅野、中嶋、小澤

Zoom

Zoom 磯貝、森場、松山
Zoom 磯貝、大坂、橋本、松山

菅野
R3年11月13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会 札幌市医師会、札幌市 Zoom 磯貝

磯貝、白山、大坂、安達、菅野、松山、橋本

安達、菅野
R3年７月8日 熱中症 大塚製薬 Zoom 磯貝、白山、菅野、松山、橋本

R3年6月8日 社会福祉実践現場の理解 坂本 北星学園大学（zoom）

場所 参加者開催年月日 研修会名 主催者

R3年12月25日

開催年月日 題名 講演者 会合・会場

「ずーっと」住み慣れた地域で暮らすために～東白石地区のケース分析を通
して～

菅野

発表者
R4年2月 「ずーっと。」住み慣れた地域で暮らすために～健診意向調査で見えてきた課

題～
菅野

3名

R3年10月28日～26日 4名

実習期間 実習内容

R3年10月28日
R4年1月21日

アイヌからSDGSを学ぶ 坂本、高畑、松山
仕事と介護の両立制度について 磯貝、森場、橋本

Zoom 小澤、中嶋、大坂

Zoom 菅野、安達
Zoom 森場、松山、中嶋、橋本

R4年1月25日

R3年12月3日 地域生活定着支援センター推進会議について

R3年12月3日 飲酒問題を抱える高齢者への対応の仕方研修会
地域生活定着支援センター 高畑、中嶋
旭山病院

R3年10月14日 適切なｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修適切なｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ手法基礎編

R3年12月1日 ケアスタッフ研修会 砂川市立病院認知症疾患医療センターZoom 安達、菅野

R3年11月25日 ウェルフェアカフェ

R3年10月13日 全国地域包括在宅介護支援センター研究大会 全国地域包括在宅介護支援センター協議会

Zoom

Zoom

白石区包括支援センター Zoom

R3年9月13日 チャットワークセミナー（報酬改定、実地指導対策、ハラスメント対策） チャットワーク株式会社 Zoom 磯貝、坂本、森場、中嶋、菅野
R3年10月15日 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協会 Zoom 磯貝、坂本、森場、小澤、高畑、中嶋、橋本、松山、菅

野

R3年8月26日 認知症の方の早期支援について 白石区在宅ケア連絡会 Zoom 磯貝、森場、松山、安達
R3年9月16日 白石区支部定例研修会 札幌市介護支援専門員連絡協議会Zoom 磯貝、坂本、森場、中嶋、安達

R3年8月16日 資質向上業務改善ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修会 札幌市 Zoom 森場、磯貝、小澤、中嶋、高畑、安達
R3年8月7日 高齢者虐待防止研修 北海道社会福祉会道央地区支部Zoom 小澤、中嶋

R3年8月25日 訪問指導員研修会 札幌市社会福祉協議会 Zoom 橋本
R3年8月31日 発達障がい特性を背景にもつひきこもりケースのチーム支援 社会福祉法人はるにれの里 Zoom 小澤、大坂、橋本、松山、安達

小澤、白山、大坂、高畑、中嶋、橋本、松山、菅
野

R3年6月18日 フレイル情報交換会 訪問看護リハビリｽﾃｰｼｮﾝ白ゆりZoom

R3年8/18、27、9/1、8地域ケア専門職を対象とした住民サポーター養成オンライン 北海道社会福祉活動事務所・まちﾗﾎﾞ札幌Zoom 菅野、松山、橋本、磯貝

坂本

R3年6月29日

R3年8月12日 令和3年度第1回白石区相談支援事業所交流会 相談室あゆみ Zoom

神経筋疾患を学ぶ～多系統萎縮症～ 北海道難病診療連携拠点病院Zoom

演題名

スーパービジョン 坂本 居宅コミュニテイﾎｰﾑ白石

R3年10月25日 記録とケアプラン 坂本 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅徳洲苑しろいし

R3年4月、8月 主任介護支援専門員更新研修指導事例部会

　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

HIT会議室

開催年月日
R3年8月

演題名 発表者

発表年月日 時間

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


