
 

 

117 

 

 

 

第５章  

 

教育・研究等実績 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

理事長 外部機関役職・執筆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外部機関役職及び関連委員会】

関連委員会

医療政策委員会担当　研修企画委員会担当　　

広報委員会委員長　医療の質向上委員会委員　あり方委員会委員　総務・財務委員会委員
医療安全担当委員会委員

中小病院委員会委員　ICT推進委員会委員　北海道支部理事

ケアマネジメント部会長　学術委員会委員

地域医療構想部会慢性期分科会座長

道南圏域在宅歯科医療連携推進委員会　委員

北海道医療安全推進協議会委員

保険局　マイナンバーカードの健康保険証利用に関する協議会幹事会構成員（～8月）

医政局　健康・医療・介護情報利活用検討会構成員、医療等情報利活用ワーキンググループ

医療トレーサビリティ推進協議会：理事

北海道病院協会　副理事長

役　　　職

全日本病院協会　常任理事（～令和３年８月）

日本病院会　

厚生労働省・その他

全国老人保健施設協会　常務理事

北海道老人保健施設協議会　副会長

電子カルテCSI社　ユーザー会会長

道南地域医療連携協議会　副理事長

道南脳卒中地域連携協議会　副代表

南渡島圏地域医療調整会議　委員

北海道

【執筆】

主　　　題

月刊誌「老健」4月号 全国老人保健施設協会 「人口減少・高齢化の進む地域でリハビリを軸に在宅復帰・在宅支援」

「全日病ニュース」4月15日号 全日本病院協会 「医療トレーサビリティの実証実験に参加」

「最新医療経営Phase3」4月号 日本医療企画 「データヘルス時代における医療情報共有のあり方（後編）」

「Medical Note NEWS＆JOURNAL」5月27日 Medical Note 「成功事例から学ぶ医療DXの本質」

「最新医療経営Phase3」5月号 日本医療企画 「科学的介護の実装（前編）」

「病院のあり方に関する報告書2021年版」 全日本病院協会 「就業・住まい・経済力」「コラム　テレワークを利用した業務改革」

月刊誌「老健」6月号 全国老人保健施設協会 羅針盤「LIFE＆DX」

「最新医療経営Phase3」6月号 日本医療企画 「科学的介護の実装（後編）」

「最新医療経営Phase3」7月号 日本医療企画 「医療界における働き方改革（前編）」

「最新医療経営Phase3」8月号 日本医療企画 「医療界における働き方改革（後編）」

「最新医療経営Phase3」9月号 日本医療企画 「2040年を見据えた新しい病院の行方（前編）」

全日病ニュース9月1日号 全日本病院協会 「オンライン資格確認を先行導入」

「最新医療経営Phase3」10月号 日本医療企画 「2040年を見据えた新しい病院の行方（後編）」

「メディカルはこだて」1月号 Medical Hakodate 「病院のあり方はどのような統合が望ましいのか」

書　　　籍
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院内学習会実積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 学習会名 講師 主催

4月6日 医療安全研修会～危険予知トレーニング
副看護部長・医療安全管理者
　　　　　　　　　　二ッ森 真奈美

医療安全委員会

6月28日 医療安全統計報告
副看護部長・医療安全管理者
　　　　　　　　　　二ッ森 真奈美

医療安全委員会

8月23日
AEDと心肺蘇生
AEDとダミーによる演習

日本光電株式会社　様 救急対応委員会主催

8月23日 個人情報保護法研修会 医事課長　　　　　　朴田 誠 診療情報提供委員会

8月30日 手指衛生のすすめ 東京サラヤ株式会社　様 院内感染防止対策委員会

12月21日 感染対策研修会～吐物処理～
副看護部長・医療安全管理者
　　　　　　　　　　二ッ森 真奈美

院内感染防止対策委員会

1月11日 医療ガス講習会 函館酸素株式会社　　本谷　様 医療安全委員会

1月11日 当院の訪問診療 訪問診療室　　　　　山本智子 教育委員会

2月14日
ACP最期まで本人らしく生き　生き終わ
る

第３病棟主任　　　　塚本 美穂 ACP分科会

2月16日 フレイルってなんだろう
理学療法室主任　　　中川 修
第３病棟主任　　　　塚本 美穂

フレイル分科会

2月21日 医薬品の安全について 薬局長　　　　　　　久保田  泰永 医療安全委員会

3月7日 IＣＬＳ勉強会

内科医長　　　　　　熊坂 隆一郎
第３病棟主任　　　　塚本 美穂
第３病棟主任　　　　小笠原 葉月
第３病棟　　　　　　稲村 麻衣
第３病棟　　　　　　益子 廉史
第４病棟　　　　　　小安 敬子
第４病棟　　　　　　井上 佳奈

救急対応委員会

3月28日 患者サポート体制充実加算の取り組み 医療福祉相談室　　　豊嶋 亜希 教育委員会

4月4日 倫理について
地域連携室長　　　　石井 義人
第３病棟主任　　　　塚本 美穂

倫理委員会

4月8日 患者誤認/ロールプレイ

第３病棟主任　　　　塚本 美穂
第３病棟主任　　　　小笠原 葉月
第４病棟主任　　　　金澤 絵里子
第４病棟主任　　　　鈴木 舞
第５病棟主任　　　　海藤 恵
第５病棟主任　　　　岸本 展宜
外来主任　　　　　　今 千代美

医療安全対策管理委員会
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学会・外部研修参加実積 

 

  

 

 

 

 

【医局】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月9日 第118回日本内科学会 筒井　理裕

4月23日 第61回日本呼吸器学会学術講演会 若林　修

5月20日 第94回日本整形外科学会学術総会 齊鹿　稔

5月21日 第12回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 熊坂　隆一郎

6月4日 第66回日本透析医学学会　学術集会・総会 熊坂　隆一郎

6月18日 第64回日本腎臓学会学術総会 熊坂　隆一郎

6月24日 第44回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 若林　修

6月26日 米国内科学会日本支部年次総会・講演会2021 熊坂　隆一郎

10月2日 第43回日本臨床栄養学会 筒井　理裕

1月28日 第24回日本病態栄養学会 筒井　理裕

3月26日 第12回日本腎臓リハビリテーション学会 熊坂　隆一郎

【看護部】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月27日 現場に活かせるリスクマネジメント～ＫＹＴでリスク感性を高めよう～ 塚本　美穂

猪野越　健一

塚本　美穂

松石　めぐみ

花田　みゆき

海藤　恵

4月28日 現場に活かせるリスクマネジメントの視点・あり方の基礎を学ぶ 岸本　展宜

5月15日 タスクシフト・タスクシェア～チームの役割を見直し業務改善へ～ 猪野越　健一

5月25日 現場に活かせる感染管理＜病院（診療所を含む）＞研修会 塚本　美穂

塚本　美穂

小笠原　葉月

塚本　美穂

岸本　展宜

6月18日 フィジカルアセスメント能力向上研修会（道南南支部） 桑原　真理

猪野越　健一

塚本　美穂

紺田　葉月

山川　愛矢

7月3日 第20回北海道病院学会Webライブ配信プログラム 工藤　亜紀

7月16日 看護倫理-看護で大切なことは何か- 板橋　万里子

桑原　真理

山本　健二

鈴木　舞

小笠原　葉月

中嶋　江美

汐谷　あずさ

9月13日 SKKオンラインセミナー 長谷川　彩咲

石川　絵梨

武内　文恵

野田　多恵子

猪野越　健一

塚本　美穂
9月21日 地域包括ケア病棟アカデミー

8月21日 地域包括ケアのための看看連携研修会（道南南支部）

9月13日 北海道高齢者虐待防止推進研修会

9月15日 北海道高齢者虐待防止推進研修会

7月1日 看護必要度ステップアップ研修

7月1日 21重症度、医療・看護必要度評価者　院内指導者研修

8月17日 終末期の意思決定支援における看護師の役割を学ぶ

4月17日 2021年介護報酬改定と地ケア病棟の対応セミナー

6月12日 看護師職能研修（多死社会における医療ケア・意思決定支援）

6月15日 看護管理のはじめの一歩研修会



 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

日　程 学会・研修名 参加者氏名

10月1日 「死にたい」と言われたときに～対象者アセスメントとケア～研修会 塚本　美穂

10月1日 医療機器安全基礎講習会 北村　和宏

松石　めぐみ

大内　舞

10月2日 働き続けられる職場環境について 海藤　恵

10月2日 第１回函館地区感染対策セミナー 塚本　美穂

10月5日 医療安全管理者フォローアップ研修会 二ッ森　真奈美

10月15日 認知症対応型サービス事業管理者研修 野宮　勝

藤崎　朋恵

塚本　美穂

板橋　万里子

花田　みゆき

鈴木　舞

10月30日 メンタルヘルスケア 長谷川　彩咲

11月1日 令和3年度院内感染対策講習会 塚本　美穂

花田　みゆき

鈴木　舞

11月13日 看護師職能集会Ⅰ・Ⅱ（道南支部） 中野　江梨子

11月13日 感染予防看護・自施設でコロナ陽性患者を対応すりことになったら 金澤　絵里子

11月19日 北海道看護協会　 北村　和宏

益子　廉史

桑原　真理

熊木　理美　

塚本　美穂

猪野越　健一

小笠原　葉月

石丸　真寿美

島本　教子

12月18日 オンラインで学ぶ急変対応１.２.３～iMEPコース～ 小笠原　葉月

1月7日 医療安全管理者養成講習会 北村　和宏

花田　みゆき

鈴木　舞

猪野越　健一

塚本　美穂

1月17日 地域包括ケア病棟アカデミー 塚本　美穂

山本　健二

小笠原　葉月

鈴木　舞

塚本　美穂

二ッ森　真奈美

鈴木　舞

花田　みゆき

2月26日 2021年度医療事故情報収集等事業 RCA研修会 二ッ森　真奈美

3月5日 2021年度患者安全推進全体フォーラム 二ッ森　真奈美

3月25日 COPDや高齢者呼吸疾患のチーム医療（多職種連携、地域連携） 塚本　美穂

医療安全管理者養成講習会　第４クール2月25日

看護管理者懇談会10月2日

医療安全管理者養成講習会　第３クール1月8日

ICNJ～コロナクラスターから考える感染対策連携のカタチ～1月17日

人生会議（ACP）普及に向けた医療従事者向け研修2月6日

2021年度病院看護師のための認知症対応力向上研修会2月4日

医療安全管理者養成講習会　第２クール11月5日

フィジカルアセスメント能力向上研修会11月27日

心肺蘇生ガイドライン2020と急変時の初期対応12月4日

地域包括ケア病棟協会・回復期リハ病棟協会　第３回合同シンポジウム12月1日

終末期ケア研修（道南南支部）開催10月16日

医療安全管理者養成講習会　第１クール10月17日
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【リハビリテーション科】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月23日 第72回北海道理学療法士学術大会 久保　貴裕

10月24日 第26回基礎理学療法学会学術大会　 久保　貴裕

福岡　翔太

大江　諒

川代　瑞穂

清水　翔太

中川　修

亀谷　祐生

丸山　真弘

佐藤　将也

12月11日 第45回日本高次脳機能障害学会学術総会サテライトセミナー 石井　江利加

【栄養管理室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

丸山　祥子

辻　有美

【薬局】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

9月26日 令和３年度　病院診療所薬剤師研修会 山本　千恵

1月22日 令和３年度　医薬品安全管理責任者等講習会 久保田　泰永

【訪問診療室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

8月25日 医療的ケア教員研修会（医療的ケアの基礎と指導ポイント） 山本 智子

【地域包括ケア推進室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

7月3日 第20回北海道病院学会 中井　拓哉

11月22日 地域ケア会議における認知症を持つ方と自動車運転の助言ポイントと事例検討 野田　正貴

11月28日 身体障害講習会 中井　拓哉

【湯の川クリニック】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月8日 見てわかる感染対策～環境整備 荒川　営子

6月1日 新型コロナワクチン接種に関する研修会 澤田　浩美

【通所リハビリテーション】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

9月3日 第42回全国デイ・ケア研究大会 柳田　佳奈

第24、25回　日本病態栄養学会年次学術集会　参加1月29日

脳卒中予後予測セミナー202111月6日

11月20日 脳卒中予後予測セミナー2021

11月20日 底屈制動装具Gaitsolutionを臨床で活用するための理論と実践
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【医療福祉相談・地域連携室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月17日 2021年介護報酬改定と地ケア病棟の対応セミナー 石井　義人

10月23日
ソーシャルワーカー倫理～アドバイス編～

改めてソーシャルワーカー倫理を考える～倫理と実践の架橋～
豊嶋　亜希

【医事課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月17日 DPCデータ提出スキルアップセミナー 山岸　久記

山岸　久記

安藤　真裕子

9月14日 病院経営セミナー 朴田　誠

【総務管理課】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

7月3日 第20回北海道病院学会 後藤　佑介

【法人業務管理室・質向上推進室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

11月15日 地域包括ケア病棟協会・回復期リハ病棟協会　第３回合同シンポジウム 福澤　高廣

12月9日 間接部門におけるKPIの設定例とは？ 福澤　高廣

12月15日 2022年度診療報酬改定の見通しから読む病院経営戦略の方向性 福澤　高廣

【総務課】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

11月10日
2024年度働き方改革への本格対応

働き手の減少とスマートホスピタルを考える
平手　裕介

12月18日 医療労務実務セミナー　同一労働同一賃金等　働き方改革への対応策 佐々木　康人

佐々木　康人

平手　裕介

佐々木　康人

平手　裕介

2月21日 障がい者雇用推進セミナー 平手　裕介

【管理課】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

1月18日 令和３年度　安全運転管理者に対する公安委員会の法定講習　参加 朴田　誠

1月24日 介護事業所のための業務継続計画（BCP）作成セミナー 朴田　誠

1月26日 産業廃棄物電子マニュフェスト/電子処理委託契約Webセミナー 朴田　誠

2月24日 情報セキュリティー対策オンラインセミナー 朴田　誠

【総合支援センター　医療福祉相談室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

2月19日 スーパービジョン研修会～アドバンス編～ 豊嶋　亜希

5月27日 全日本病院協会　個人情報管理・担当責任者養成研修会ベーシックコース

第29回　機能評価受審支援セミナー2月13日
福澤　高廣

荒木　孝平

1月26日
雇用均等関係法令制度説明会①改正育児介護休業法②パワーハラスメント対策

③改正女性活躍推進法

職場環境改善セミナー 健康で安心して働き続けられる場所をつくる1月21日
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外部派遣・会議参加実積 

 

日　程 氏　　名

4月17日 臨床実習指導者会議 浅井 諒子

4月20日 シーエスアイユーザフォーラム第二回テーマ別研究会 滝沢 礼子

4月22日 医ト協　医薬品/災害対応実証実験実行委員会 滝沢 礼子

4月28日 北海道病院協会 研修企画委員会分科会 福澤 高廣

5月10日 医ト協　医薬品/災害対応実証実験実行委員会 滝沢 礼子

5月10日 シーエスアイユーザフォーラム大会会議 滝沢 礼子

5月12日 シーエスアイユーザフォーラム運営委員会 滝沢 礼子

5月19日 医療トレーサビリティ協議会理事会 滝沢 礼子

5月20日 シーエスアイユーザフォーラム第三回テーマ別研究会 滝沢 礼子

5月20日 シーエスアイユーザフォーラム第四回テーマ別研究会 滝沢 礼子

5月26日 全老健LIFE検討会① 滝沢 礼子

6月2日 全老健LIFE検討会② 滝沢 礼子

6月7日 医ト協　今年度の実証事業に関する打合せ 滝沢 礼子

6月10日 函館市地域リハビリテーション活動支援事業 酒谷 景介

6月14日 シーエスアイテーマ別研究会打合せ 滝沢 礼子

6月28日 医療トレーサビリティ協議会災害対策実証実験打合せ 滝沢 礼子

7月6日 第一回医療トレーサビリティ協議会幹事会 滝沢 礼子

7月15日 医ト協　今年度の実証事業に関する打合せ（医薬品・医療材料トレース） 滝沢 礼子

7月20日 シーエスアイユーザフォーラム第五回テーマ別研究会 滝沢 礼子

7月26日 シーエスアイユーザフォーラム運営委員会 滝沢 礼子

7月26日 北海道病院協会 研修企画委員会分科会 福澤 高廣

7月27日 医ト協　函館市 関連企業 実証事業に関する打合せ（ドローン飛行） 滝沢 礼子

7月30日 社会保険旬報オンライン資格確認インタビュー 工藤 泰央　　八木 教仁

8月4日 合同就職説明会　東北文化学院大学 浅井 諒子

8月4日 函館市地域リハビリテーション活動支援事業 千田 芳明

8月5日 HIT 一般社団法人北海道総合研究調査会ヒヤリング 滝沢 礼子

8月27日 北海道看護協会支部長会議 北村 和宏

9月9日 医ト協　函館市 関連企業 実証事業に関する打合せ（ドローン飛行）
滝沢 礼子　　工藤 泰央

八木 教仁

9月14日 医ト協　今年度の実証事業に関する打合せ（医薬品・医療材料トレース） 滝沢 礼子

9月17日 医ト協　今年度の実証事業に関する打合せ（医薬品・医療材料トレース） 滝沢 礼子

9月22日 第二回医療トレーサビリティ協議会幹事会 滝沢 礼子

9月24日 シーエスアイユーザフォーラム第六回テーマ別研究会 滝沢 礼子

9月30日 シーエスアイユーザフォーラム運営委員会 滝沢 礼子

10月13日 シーエスアイ　テーマ別研究会提言書検討会 滝沢 礼子

10月18日 HIT 一般社団法人北海道総合研究調査会ヒヤリング（ゆとりろ） 滝沢 礼子

10月20日 シーエスアイユーザフォーラム運営委員会 滝沢 礼子

10月21日 シーエスアイ医療介護カルテLIFE検討会 滝沢 礼子

10月22日 北海道リハビリテーション専門職協会（HARP）派遣事業　知内町介護予防教室 野田 正貴　　中井 拓哉

10月26日 第16回MIRAIsユーザーフォーラム大会（東京・ハイブリット開催） 滝沢 礼子

11月8日 シーエスアイ　テーマ別研究会提言書検討会 滝沢 礼子

11月12日 北海道リハビリテーション専門職協会（HARP）派遣事業　知内町介護予防教室 野田 正貴　　中井 拓哉

11月19日 北海道看護協会支部長会議 北村 和宏

11月24日

公益社団法人全国老人保健施設協会 介護老人保健施

設における多職種連携を通じた

在宅復帰・在宅支援等に関する調査研究事業班

野田 正貴

11月29日 函館市医療・介護連携推進協議会 北村 和宏

11月30日 道南メディカ運営検討会口頭同意に関する検討会 滝沢 礼子

12月2日 北海道病院協会 研修企画委員会分科会 福澤 高廣

12月10日 北海道リハビリテーション専門職協会（HARP）派遣事業　知内町介護予防教室 野田 正貴　　中井 拓哉

12月23日 シーエスアイ医療介護カルテLIFE検討会 滝沢 礼子

1月8日 臨床実習指導者会議 中川　修

1月8日 臨床実習指導者会議 千田 芳明

1月19日 第一回函館市医療介護連携ID-Linkワーキング 滝沢 礼子

1月27日 シーエスアイユーザフォーラム運営委員会 滝沢 礼子

1月28日 北海道看護協会支部長会議 北村 和宏

2月2日 第二回函館市医療介護連携ID-Linkワーキング 滝沢 礼子

2月4日 医ト協　函館市 関連企業 実証事業に関する打合せ（ドローン飛行）
滝沢 礼子　　工藤 泰央

八木 教仁

3月9日 第三回函館市医療介護連携ID-Linkワーキング 滝沢 礼子

3月19日 北海道看護協会支部長会議 北村 和宏

3月20日 北海道看護協会支部運営会議 北村 和宏

3月30日 北海道リハビリテーション専門職協会（HARP）派遣事業　知内町介護予防教室 野田 正貴　　中井 拓哉

3月31日 医ト協　函館市 実証事業に関する打合せ（ドローン飛行） 滝沢 礼子

講習・会議名等
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講演・学会発表等実積 

 

地域貢献活動 

  

日　程 学会・研修名 演　　題 発表者・講師・座長

10月26日 第16回MIRAIsユーザーフォーラム大会
テーマ１別研究会 趣意書

テーマ２目的に応じた一覧性

（発表）システム室

　室長　滝沢　礼子

2月5日 回復期リハビリテーション病棟協会 第39回研究大会
当院における多職種協働による
排泄ケアの取り組み

（発表）作業療法室
　　　　谷村　貴宏

「見守り浴」導入後における
FIM清拭項目の利得変化

（発表）地域包括ケア推進室

　　　　中井　拓哉

認知症の人の排泄の意義と可能性
～食べる、話す、笑う 生きる力を支援する～

（発表）第５病棟
　　　　工藤　亜紀

新型コロナウイルスにおける
当院でのSPD運用

（発表）総務管理課
　 　　 後藤　佑介

「一般演題」座長
（座長）地域包括ケア推進室

　室長  野田　正貴

2月4日 回復期リハビリテーション病棟協会 第39回研究大会
（発表）第４病棟

　　　　神戸　元太

7月3日 第20回　北海道病院学会

実施日 実施内容 詳細 依頼団体

4月7日 音楽療法 音楽療法セッション 元町町会 福井　裕美 成田　美香

4月14日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

4月21日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

5月12日 音楽療法 音楽療法セッション 元町町会 福井　裕美 成田　美香

6月30日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

7月7日 音楽療法 音楽療法セッション 元町町会 福井　裕美 成田　美香

7月14日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

7月28日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会
福井　裕美
木村　恵理

成田　美香

8月11日 音楽療法 音楽療法実施 元町町会 福井　裕美 成田　美香

8月25日 手芸教室 花籠カレンダー作成 元町町会 成田　美香

9月1日 音楽療法 音楽療法実施 元町町会 福井　裕美 成田　美香

9月6日 手芸教室 厚紙で作る小物入れ 新湊町会

9月8日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

9月15日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

9月22日 音楽療法 音楽療法実施 元町町会 福井　裕美 成田　美香

9月22日 ふれあい茶話会 牛乳パックで作る状差し 青柳町会 成田　美香

9月29日 手芸教室 牛乳パックで作る小物入れ 元町町会 成田　美香

10月13日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

10月20日 音楽療法 音楽療法実施 元町町会 福井　裕美 成田　美香

10月21日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

10月27日 ふれあい茶話会 牛乳パックで作る小物入れ 青柳町会 成田　美香

11月10日 音楽療法 ダンスの日 元町町会
福井　裕美
木村　恵理

成田　美香

11月17日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

11月18日 手芸教室 牛乳パックで作る眼鏡ケース 元町町会 成田　美香

11月24日 ふれあい茶話会 厚紙で作る壁掛け 青柳町会 成田　美香

12月1日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

12月8日 音楽療法 音楽療法実施 元町町会 福井　裕美

12月15日 音楽療法 クリスマス会 元町町会
福井　裕美
木村　恵理

成田　美香

12月22日 ふれあい茶話会 お正月飾り 青柳町会 成田　美香

12月22日 手芸教室 お正月飾り 元町町会 成田　美香 木村　恵理

1月12日 音楽療法 音楽療法実施 元町町会
福井　裕美
木村　恵理

成田　美香

1月19日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 木村　恵理 成田　美香

1月26日 手芸教室 置物作り 元町町会 成田　美香

2月16日 手芸教室 お雛様のタペストリー 元町町会 成田　美香 矢野　奈緒美

3月16日 音楽療法 音楽療法実施 元町町会 福井　裕美 成田　美香

3月30日 介護予防運動 年末演芸会 元町町会 福井　裕美 成田　美香

講師

成田　美香
地域包括ケア推進室３名
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地域リハビリテーション事業 

 

症例事例検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日　程 地域貢献活動名 演　　題 発表者・講師・座長

7月5日 地域リハビリテーション事業　新湊町会 手芸教室
（講師）介護福祉士
　　　　成田　美香

7月26日 地域リハビリテーション事業　新湊町会 楽しみながら体を動かしたい
（講師）作業療法士
　　　　山内　彩芳

9月27日 地域リハビリテーション事業　新湊町会
やってみよう今日から始まる
口腔体操

（講師）歯科衛生士
　　　　野澤　美希

10月4日 地域リハビリテーション事業　新湊町会 手芸教室
（講師）介護福祉士

　　　　成田　美香

3月9日 地域リハビリテーション事業　他法人職員研修会 口腔ケア方法について
（講師）歯科衛生士
　　　　野澤　美希

実施日 講座内容 講師

5月20日 チームで連携を図り家族指導を徹底して在宅復帰した症例
リハビリテーション科

言語聴覚士　    尾﨑　かおり

7月15日 Support～その人らしく生きるを支える
第３病棟

看護師　　　    益子　廉史

9月16日
糖尿病患者のフットケアの重要性～軽微な足趾外傷から 大腿切断に

至った１例を通して

医局

内科医長　　　　野坂　哲也

11月18日 認知症患者の看護・関わりについて学んだこと
第４病棟

看護師　　　    神戸 元太

1月20日 グリーフケアを試みて
第５病棟

看護師　　　　　桑原 真理

3月17日 高齢者の異物誤飲
医局
内科医長　　　　齋藤 安弘
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第 41 回 高橋病院グループ研究発表会 

（Zoom を活用した双方向リモート開催） 

 

【成績上位演題】 

 

 

 

 

　
学　会　長：社会医療法人　高橋病院　理事長　高橋　肇

運営委員長：社会医療法人　高橋病院　事務長　笹谷　健一

場　　　所：高橋病院２階会議室

統一テーマ：『質の向上』

キーワード：連携・顧客満足・多職種・コロナ禍が及ぼす影響

審　査　員：８名

参加者合計：290名（内 YouTube配信による視聴者116名）

発表順 演　題 発表部署 演　者

1
入院直後から始める退院支援
～退院後の生活を見据えた取り組み～

第３病棟 北川　まゆみ

2 コロナクラスターに負けないぞ 第４病棟 岡村　美子

3 コロナ禍における窓口入金への影響 事務 岩﨑　登志子

4 食事満足度向上の取り組み 栄養科 田爪　奈月

5
認知症ケアの充実に向けた取り組みと成果
～一症例を通して～

DS秋桜 三好　末里子

6 ICFシートの活用 居宅元町 北野　知佳

7 在宅生活期の訪問リハビリテーションの在り方とは リハビリ 石井　宏幸

8
ゆとりろ在宅復帰支援パスを活用して
～一事例検討から見えたパスの効果と課題～

ゆとりろ 田原　麻美

日　　　時：令和３年10月23日（土）午後１時30分～

最優秀賞
当事業所における在宅生活期高齢者へのリハビリ効果と課題
～６つの評価法を通してみえてきたこと～

リハビリ

優秀賞
ゆとりろ在宅復帰支援パスを活用して
～一事例から見えたパスの効果と課題～

ゆとりろ

優良賞 食事満足度向上への取り組み 栄養科


