
             社内報

VOL.4�|�2022年11⽉

"中堅管理職講座 修了！"
２０１６年よりスタートした中堅管理職講座。今期は８名が受講し、延べ１０６�
名が修了しました。１０∕２４（⽉）に「これからの渓仁会と１０年後の⾃分の�
役割と⾏動」のテーマで最終プレゼンテーションが⾏われました。⾕内理事⻑か�
らは、労いと共に「⼈⽣１００年時代といわれる今、何を学んでいくか⾃ら考え�
キャリアを切り拓き、イノベーションを起こす気概をもって今後も取り組んでい�
ただきたい！」とのエールが送られました！受講された皆さんより感想を⼀⾔！
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まさに今⾃分が中堅管理職とし
て、悩んでいることが書かれてい
て参考になりました。
チーム全員で協⼒することの
重要性、相⼿を知ることが⼤
事だということを学びました。

これからやるべきことは整理
できたので、あとは実⾏する
だけだと思います。実⾏する
ための基本は講座を通して得
られたと思いますので、得た
知識を有効活⽤できるよう意
識して取り組みを始めていき
たいです！

⾃分の仕事に対する姿勢を振
り返る機会が沢⼭ありまし
た。
最後のプレゼンなど、⼈前で
話すことが苦⼿なのでハード
ルが⾼いものでしたが、良い
経験となったと思います。

明⽇からの意気込み！ 講座を振り返ってみて 「ラストピースマネジメント」感想

書籍は⾃分の重なる体験もあ
りました。ドキっとさせられ
るエピソードや問題解決に参
考になるものもあり、⾯⽩く
て読みやすい作品でした。
70歳まで現役で、頑張りま
す！

今後⼈や組織をマネジメント
していく中で、⼤切なことを
学ぶことができました。特に
今の⾃分に⾜りていない部分
が具体的に理解できたことが
よかったと思います。

現実でも起こり得てる離職と
いう問題に向き合うことがで
きました。講座で学んだこと
と合わせて⽇々の実践に活か
し、より良い施設にしていき
たいです。

新たな考えかたや再認識した事
も含め、とても充実した時間を
過ごす事ができ感謝しておりま
す。
明⽇からの意気込みは
⾃分が出来ることをコツコツと！

引き続き職員の⾔葉に⽿を傾ける
と共に、しっかりと評価を⾏い、
働きやすい職場づくりに努めてい
きたいです。
また、管理職として、⽬の前
の事だけではなく、中⻑期的
な⽬線でマネジメントにも⽬
を向けていきたいです。

「ラストピースマネジメント」感想 講座を振り返ってみて 「ラストピースマネジメント」感想

明⽇からの意気込み！講座を振り返ってみて 講義
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 延期となっていた研修＆施設間交流が下記の�
⽇程で実施決定しました。介護職リーダー層の�
スキルアップ⽬指して、より実りの多い研修と�
なるよう皆さまご協⼒よろしくお願いします！

食事ケア～
多職種協働アプローチの在り方について
 11/19（⼟）ZOOMとのハイブリッドで開�
催された本研修はオンライン含め８０名の⽅�
にご参加いただきました。
 開会に際し、⾕内理事⻑からは、「このよ�
うな多職種が⼀堂に介しての研修は初の試み�
で⼤事な⼀歩になると期待しています。⾷べ�
ることに関してのテーマは最重要課題と位置�
づけられています。"多職種協働”ということ�
が⽬的ではなくて、その先のどういう成果を�
⾒出していくかを考えていくことが⼤切で�
す。」と話されました。
 ⾔語聴覚⼠の平村課⻑が座⻑となり、シン�
ポジウム形式でそれぞれの職種の５名の⽅よ�
り上記のテーマでご発表いただきました。

介護職リーダー研修
　　兼　施設間交流

新介護記録ソフトでの
請求スタート！

 チャットや座⻑からの質疑応答も活発に交�
わされ、⼝腔環境をしっかり整えて適した姿�
勢の確保、⾷事動作や⾷器を含めた⾃助具の�
⼯夫や指導、摂⾷意欲向上を含めた⾷事環境�
の考察、認知機能や嚥下機能に対する対応と�
⾷事介助の⼯夫、⾝体機能向上に向けた⽣活�
リハビリの継続など、⾷事ケアに対する多職�
種協働のアプローチの在り⽅が議論されまし�
た。今後は、各施設における取り組みの現状�
と課題を管理栄養⼠が中⼼となって検討して�
いく予定です。
 閉会に際し、友成常務より「改めて⾷事ケ�
アの⼤切さを認識しました。介護ソフトの更�
新もさらに推し進められる機会になると思い�
ます。安定的な経営基盤のための１００％稼�
働同様、多職種で同じ⽅向を向いて連携する�
ことで、ケアの質がさらに向上することを期�
待しております。」と話されました。

作業療法士　　言語聴覚士　　　管理栄養士　　　歯科衛生士　　　　介護福祉士　座長：言語聴覚士　　

研修：11/29（火）・２/8（水）・3/8（水）研修：11/29（火）・２/8（水）・3/8（水）研修：11/29（火）・２/8（水）・3/8（水）
施設間交流：施設間交流：施設間交流：1/23（月）～29（日）1/23（月）～29（日）1/23（月）～29（日）

 5/11の介護ソフトキックオフ会議より早半年�
が経過し、新ソフトでの初の介護報酬請求を無�
事11/10完了することができました。皆さまの�
多⼤なるご協⼒・準備などありがとうございま�
した。今後は、タブレット等の機器
の導⼊、様式の統⼀に向けて取組ん
でまいります。引き続きどうぞよろ
しくお願いいたします。

多職種合同研修会

- 多 職 種 合 同 研 修 会 -



 各施設での未来プロジェクト�
の推進体制とSWOT分析・戦略�
マップを報告いただき、法⼈本�
部からの講評や助⾔等も交えな�
がらメンバー同⼠、各施設の強�
みや環境を知る機会となりまし�
た。
 今後は、施設⻑・副施設⻑か�
らのビジョンもふまえながら、�
５年後までのロードマップを作�
成していきます。

チームとして明確な目的・目標を 
立て共有し一眼となって取り組ん 
だことで目に見える効果があり、 
やりがいにつながった！

 ２０２２年１０⽉１５⽇（⼟）第３４回渓�
仁会グループ研究発表会が札幌コンベンショ�
ンセンターにて開催されました。昨年度に引�
き続き事前にオンデマンド⽅式にて８０演題�
が公開され優秀賞に選ばれた１８演題の発表�
と表彰式が会場にて⾏われました。
 社会福祉法⼈からは２９演題エントリーし�
ました。コロナ対応等でお忙しい中、皆さま�
⼤変お疲れさまでした。
 ⽇々の取り組みをまとめる苦労は相当です�
が、そこで得るもの・成し遂げた達成感は、�
確実に⾃⾝を成⻑させてくれます。グループ�
内の業務改善や具体的事例を共有できること�
で、更なる改善へとつながります。

�����これからのそれぞれの施設・事�
業所はその地域でどうありたいの�
か、どうあるべきかを議論・実践�
していきましょう！

社福エントリー２９演題！
お疲れ様でした！

�第34回 
渓仁会グループ研究発表会

 ご家族の意向を汲みながら、どのように�
すれば要介護状態になる以前の暮らし⽅に�
近づけられるか、多職種とともに⾃⽴⽀援�
計画を⽴て取り組んだ結果、⾝体機能の向�
上だけでなく、せん妄症状・覚醒状況の改�
善、他者との交流ができる等、すべてが連�
動して向上していった事例を発表いただき�
ました。

優秀賞受賞

演題名：
科学的介護情報システム（LIFE)から与えら 
れた私たちの引き出し
　　　　

第２回「法人未来プロジェクト」10/20

札幌市⽩⽯区第３地域包括⽀援センター 保健師 菅野理紗 様
⽉寒あさがおの郷   施設ケア部 介護福祉⼠ 菅 宝⼦ 様
きもべつ喜らめきの郷 施設ケア部 介護福祉⼠ 須⽥三郎 様

10/15
ＳＡＴ

「LIFE」「多職
種協働」

がキーワード！

おめでとう
ございます！

月寒あさがおの郷
の発表をご紹介



介護福祉⼠
受験対策講座
ＳＴＡＲＴ！

フィールドスタディ参加！

手稲つむぎの杜・月寒あさがおの郷・コミュニティホーム白石

北海道介護のしごと　出演中！
 令和４年度北海道介護のしごとポータルサイトに「⼿稲�
つむぎの杜 在宅事業部 地域密着型サービス担当 ⽊村�
課⻑が出演しております！10/2（⽇）のHTBまつりでトー�
クセッションに出場したほか、特設ＷＥＢサイト内でのイ�
ンタビュー動画掲載、CM広告も予定されています。
 11/12（⼟）に開催された職場⾒学会では、施設概要等�
の説明やレクリエーション体験・移乗ロボットなど体験し�
ていただきました。参加された⽅からは「介護業界への興�
味と不安が⼊り混じっていたが、⼀歩を
踏み出す背中を押してもらえた」との感
想をいただきました。
          
       介護のしごとポータルサイトＵＲＬ→

 2023年1⽉29⽇（⽇）実施の介�
護福祉⼠受験に向かって、対策講�
座がスタートしました。
 今期は、１3名の⽅が参加予定で�
す。国家資格取得を⽬指して、皆�
さまのご健闘をお祈りしていま�
す！

社会福祉法⼈渓仁会 公式ＳＮＳもご覧ください！
 

 株式会社マイナビ様主催の⾼校⽣向け「フィールドスタ�
ディ」に参加しています！これは「Locus」という企業訪
問を中⼼に、地域の様々な分野の課題解決を学びキャリア�
選考につなげるのを⽬的とした探究学習の⼀環です。
 介護福祉事業を通しての社会課題解決の取り組みを法�
⼈紹介・施設⾒学・質疑応答などを通して学んでいただ�
きました。
 若い世代の⽅に直接現場をみていただくことで少しで�
も介護に興味をもって困りごとを⽀えあう地域づくりに�
つながれば幸いです。 講師の皆さま、

ご協力ありがとうございます。
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当グループのＣＳＲ経営について�
報告するとともに、昨年度に引き�
続き、職員の皆さんに第４期中期�
５ヶ年経営ビジョン「ビジョン渓�
仁会２０２５」への理解を深めて�
いただくことを⽬的に制作されま�
した。所属施設だけでなく、グル�
ープ内の他の施設についても関⼼�
を持ってお読みいただくともに、�
ご家族にもご案内の上、ご覧いた�
だけますと幸いです。

職員向け
アンケート→
回答期限
12/31


