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【外部機関役職及び関連委員会】

関連委員会

医療の質向上委員会委員　あり方委員会委員　広報委員会委員長

中小病院委員会委員　社会保険診療報酬委員会委員　北海道支部理事

ケアマネジメント部会員　学術委員会委員

地域医療構想部会慢性期分科会座長

道南脳卒中地域連携協議会　副代表

全国老人保健施設協会　常務理事

理事長 外部機関役職・講演・執筆

役　　　職

全日本病院協会　常任理事

日本病院会　

北海道病院協会　副理事長

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

南渡島圏地域医療調整会議　委員

北海道病院厚生年金基金　理事

道南地域医療連携協議会　理事

【講演】
日　程 学会・研修名 演　　題 発表者・講師

6月28日
東京
地域医療福祉情報連携協議会

『医療福祉連携におけるICTの活用』
～医療・介護・生活支援一体型システムの構築～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

7月4日
東京
国際医療福祉大学乃木坂スクール

『医療福祉連携におけるICTの活用』
～効率的なデータの受け渡し～

（講師）理事長

　　　　高橋　肇

9月15日
大阪
全国老人保健施設学会医療研究会

『地域包括ケアシステムを円滑にするための
ITの活用方法と情報連携のあり方』

（講師）理事長

　　　　高橋　肇

10月21日
札幌
医療安全管理者養成講習会

『安全管理の必要性・重要性の理解』
～組織作りとその運営～

（講師）理事長

　　　　高橋　肇

12月2日
福島
福島県老人福祉施設協会

『地域包括ケアシステムを円滑にするための
ITの活用方法と情報連携のあり方』

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

1月28日
高知
日本病院会高知県支部

『地域包括ケアシステム時代における
ICTの上手な活用方法』

～医療・介護の効率的な情報連携を目指して～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

3月2日
札幌
NORTHインターネット
シンポジウム2017

『地域医療を支えるためのICT活用方法』
～医療・介護の効率的な情報連携を目指して～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

【執筆】

主　　　題

病院 2016年4月号 地域包括ケアシステムを円滑にすすめるためのICTの活用方法と情報連携のあり方

phase 3 2016年6月号 画期的システムで地域をひとつに

病院 2016年9月号 地域包括ケアを支える医療介護統合の拠点機能を目指して

新医療 2016年10月号 ICTによる地域包括ケアネットワークの構築

書　　　籍
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院内学習会実績

日程 学習会名 講師 主催

4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
医療安全対策管理委員会

5月26日 医薬品の安全について 副薬局長　久保田  泰永 医療安全対策管理委員会

6月2日 手指衛生の重要性と実践 医長　吉田  史彰 医療安全対策管理委員会

6月15日 ストレスチェックについて 医長　阿部　一郎 安全衛生委員会

6月21日 ストレスチェックについて　2回目 医長　阿部　一郎 安全衛生委員会

6月24日
AEDと心肺蘇生

AEDとダミーによる演習
日本光電北海道㈱　様 救急対応委員会

6月29日 認知症対応力向上について
第3病棟主任　猪野越　健一

第4病棟主任　小杉　久美子
教育委員会　

6月30日 虐待発見時の対応について
医療福祉相談・

地域連携室長　石井　義人
教育委員会　

7月21日 食中毒について 栄養管理室長　丸山　祥子 院内感染防止対策委員会

7月25日 禁煙について 医長　吉田  史彰 安全衛生委員会

7月29日 個人情報について 医事課長　朴田　誠 診療情報提供委員会

8月17日
職場のメンタルヘルス

管理監督者向け
メンタルヘルス室　池田　トシ子 教育委員会　

8月23日 医療機器安全使用のための学習会 日本シグマックス㈱　様 医療安全対策管理委員会

9月14日 医薬品の安全について　2回目 副薬局長　久保田  泰永 医療安全対策管理委員会

10月17日 医療事故調査制度について
副看護部長・医療安全管理者

二ﾂ森　真奈美
医療安全対策管理委員会

10月20日 手指衛生を中心とした標準予防策 東京サラヤ㈱　様 院内感染防止対策チーム

10月26日
手指衛生を中心とした標準予防策

2回目　DVD上映
東京サラヤ㈱　様 院内感染防止対策チーム

10月28日 医療事故調査制度について　2回目
副看護部長・医療安全管理者

二ッ森　真奈美
医療安全対策管理委員会

11月18日 輸血を行う上で知っておきたい知識 日本赤十字社　様 輸血療法委員会

11月24日 吐物の初期対応について 第4病棟主任　千葉　俊樹 院内感染防止対策チーム

11月28日 マイナンバーの提出について 総務管理課係長　佐々木  康人 教育委員会　

11月29日

患者コミニュケーション

レベルアップの為の

傾聴トレーニング

第4病棟クラーク　宮崎　英美

第5病棟クラーク　矢野　奈緒美
接遇推進分科会

11月30日 マイナンバーの提出について　2回目 総務管理課係長　佐々木  康人 教育委員会　

12月2日 吐物の初期対応について　2回目 第4病棟主任　千葉　俊樹 院内感染防止対策チーム

12月15日 組織で行う感染管理 第4病棟看護師　宮﨑　幸 院内感染防止対策チーム

1月27日 認知症対応力向上研修 第3病棟看護師　金澤　絵里子 教育委員会　

2月17日 身体抑制廃止について
副看護部長・医療安全管理者

二ッ森　真奈美
身体抑制廃止委員会

2月24日 ACLSのデモンストレーション
医長　熊坂　隆一郎

第3病棟看護師　小池田　美絵
救急対応委員会

3月1日 環境清拭トレーニング
株式会社

モレーンコーポレーション　様
院内感染防止対策チーム

3月17日 倫理について

医療福祉相談・

地域連携室長　石井　義人

第4病棟看護師　村上　真美

倫理委員会

3月22日 移動型X線撮影装置について 放射線科技師長　辻　敏文 医療安全対策管理委員会



121 

 

 

学会・外部研修参加実績

【医局】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月14日 第90回　日本感染症学会総会・学術講演会（第230回　ICD講習会） 吉田　史彰

4月15日 内科学会総会 岩井　公二

5月19日 第59回　日本糖尿病学会 筒井　理裕

5月24日 第89回　日本産業衛生学会 阿部　一郎

6月2日 第67回　日本東洋医学会学術総会 三上　恒正

6月4日 米国内科学会日本支部年次総会 熊坂  隆一郎

6月9日 日本リハビリテーション医学会学術集会 岩井　公二

6月10日
日本プライマリ・ケア連合学会学術大会
日本透析医学会学術集会総会

熊坂  隆一郎

6月11日 第232回　ICD講習会 吉田　史彰

6月16日
第23回　日本産業精神保健学会
日本産業ストレス学会研修会（平成28年度　第1回）

阿部　一郎

7月2日 一般医家に役立つリハビリテーション医療研修会 岩井　公二

7月23日 日本リハビリテーション医学会学術集会 岩井　公二

9月10日 第13回　青森臨床糖尿病研究会　幹事会 筒井　理裕

10月1日 第26回　漢方治療研究会 三上　恒正

10月7日 第38回　日本臨床栄養学会総会 筒井　理裕

10月8日 病態別実践リハビリテーション医学研究会（内部障害） 岩井　公二

10月30日
日本プライマリ・ケア研究会　第64回　学術集会
日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部　第１回　学術集会

熊坂  隆一郎

11月24日 第24回　日本産業ストレス学会 阿部　一郎

12月11日 平成28年度　院内感染対策講習会 吉田　史彰

12月23日 耐性菌シンポジウム2016 吉田　史彰

1月12日 第20回　日本病態栄養学会および評議委員会 筒井　理裕

2月17日 第7回　日本腎臓リハビリテーション学会　学術集会　代議員会 熊坂　隆一郎

2月23日 第32回　日本環境感染学会総会　学術集会 吉田　史彰

【看護部】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月23日 メンタルヘルスケアの方法を学ぶ 金澤　絵里子

5月9日 NST専門治療士研修 伊藤　翔子

5月11日 H28年　新人看護職員研修　教育担当者研修 小杉　久美子

5月18日 さぁ始めよう看護研修　研究計画書の作り方 大島　慈代

5月25日 病院看護師のための認知症対応力向上研修会
山岡　政博　  大内　舞

猪野越　健一　小杉　久美子

5月28日 北海道臨床理論検討会
二ッ森　真奈美

二本柳　明美

6月4日 現場で活かす感染防止対策研修会 福田　晴美

6月6日 看護管理Ⅰ－看護管理のはじめの一歩－ 相田　雄一

6月10日 ICT感染制御講習会 山岡　政博

6月11日 ICLS北海道　藤棚満開函館ICLS基礎コース（其の一） 山田　佳世　小池田　美絵

6月18日 看護師技能集会（摂食嚥下障害） 伊藤　翔子

6月18日
摂食嚥下障害患者の評価方法・アプローチ看護
リスクマネジメント

濱塚　菜乃
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6月21日 その人らしい最期を迎えるために研修会 宮崎　夕子

7月2日 道南糖尿病教育・看護研究会

福田　佳祐　小笠原　葉月

坂井　佑衣　中澤　有綺奈

真田　萌

7月8日

医療機器安全基礎講習会

「改正医療法に基づく関係通知に定められた
　　　　　　          医療機器安全使用のための研修」

北村　和宏

7月9日 第6回　ICNJ北海道支部　南ブロック研修会 猪野越　健一

7月10日
看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）

新会員情報管理体制の説明
二本柳　明美

7月10日 現場に活かせるリスクマネジメント（第3回） 小川　佳奈

7月15日 看護倫理-看護で大切なことは何か 渡部　道恵

7月23日 重症度、医療・看護必要度評価　院内指導者研修
山岡　政博　　千葉　俊樹
小杉　久美子　猪野越　健一

7月28日 病院看護師の為の認知症対応力向上研修 千葉　俊樹　金澤　絵里子

7月29日 クオリティマネジメント研修会 山田　佳世

7月30日
認知症看護管理者会北海道・東北ブロック研修
「地域包括ケアシステムに向けてつながる、つなげる取組み」

北村　和宏

8月12日 現場で活かせるフィジカルアセスメント研修会（道南南支部）
真田　萌　中澤　有綺奈
鈴木　舞　品川　有貴

8月17日 看護補助者の活用のための看護管理者研修 大内　舞　山岡　政博

9月10日 第24回　道南創傷治癒研修会
小笠原　葉月　川中　美津子
金澤　絵里子　中澤　有綺奈

真田　萌    　山村　秀美

9月13日
介護プロフェッショナルキャリア段位制度
平成28年度評価者（アセッサー）講習

坂田　君平

9月19日 プログラムA歯科衛生士による器質的口腔ケア 赤澤　正美

9月24日 救急・急変時のフィジカルアセスメント初期対応 桑原　真理

9月27日 平成28年度　小規模病院等施設間交流研修 松石　めぐみ

10月8日 道南総看護師長協議会　看護管理者研修・講演会

北村　和宏 　二ッ森　真奈美

山岡　政博   大内　舞
二本柳　明美 大山　友絵

10月10日 看護研修シリーズ　基礎編 中野　江梨子

10月20日 医療安全管理者講習会 大内　舞

10月22日 働き続けるための体のリフレッシュ方法 福田　佳祐

10月27日 組織で行う感染管理（函館会場）研修会 宮﨑　幸

10月29日 生活と医療を統合する継続看護マネジメント 小杉　久美子

10月31日 医療安全管理者フォローアップ 二ッ森　真奈美

11月12日
道南の医療安全ネットワークの取り組み
医療安全でのリスクマネジメント

宮下　映里

11月12日 フィジカルアセスメント研修会
金澤　絵里子
佐々木　淑美

11月14日
魅力ある施設内教育の企画
あなたの組織に合ったプログラムを考えよう

猪野越　健一

11月17日 平成28年度　「医療安全管理者養成講習会」 大内　舞

11月18日 ICT感染制御講習会 山岡　政博

11月18日 ELNEC-J　コアカリキュラム 伊藤　翔子
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11月18日 北海道中材業務研究会 山上  麻美

11月18日 平成28年度　認定調査員研修 小林　祐子

11月18日 第3回　道南メディカルスタッフの為の感染対策セミナー
二ッ森　真奈美 二本柳　明美
猪野越　健一　 小川　佳奈

11月25日 ELNEC-J　コアカリキュラム 伊藤　翔子

12月11日 平成28年度　院内感染対策講習会 山岡　政博

12月13日 小規模病院等施設間交流研修 濱塚　菜乃

12月16日 小規模病院等施設間交流研修 濱塚　菜乃

12月18日 DiNQL　ワークショップ 二ッ森　真奈美

12月21日
道南地域医療安全に関する研修会
～地域住民から信頼される医療の提供を目指して～

二ッ森　真奈美

1月6日 医療安全管理者養成講習会アシスタントとしての派遣 北村　和宏

1月6日 医療安全管理者養成講習会 第3クール 大内　舞

1月9日 地域包括ケアシステムの構築に向けた看護の連携 千葉　俊樹

1月13日 ICT感染制御講習会 山岡　政博

1月14日 シミュレーション研修　胸痛を訴える患者への対応
中澤　有綺奈　真田　萌
品川　有貴　  鈴木　舞

1月19日 第30回　緩和ケア勉強会 花田　みゆき

1月23日 平成28年度　第2回　病院看護師のための認知症対応力向上研修 宮﨑　幸　　伊藤　翔子

1月28日 認知症患者の看護実践に必要な知識と技術研修 白針　早苗

2月11日 第2回　函館市医療・介護連携多職種研修会 小杉　久美子

2月12日
高齢者の権利擁護を考える集い
～高齢者虐待防止を防ぐ認知症の理解～

木村　大輔　坂田　君平

2月18日 コミュニケーションスキル研修会
真田　萌　中澤　有綺奈
鈴木　舞　品川　有貴

2月23日 医療安全管理者養成講習会 第4クール 大内　舞

3月11日 第12回　スキンケア講習会　 伊藤　翔子　高松　澄江

3月11日
褥瘡の発生要因や分類などについての講義
褥瘡の洗浄、ポジショニングについて

小笠原　葉月

3月11日 道南創傷治療研究会　第12回　スキンケア講習会 山村　秀美　濱塚　菜乃

3月12日 看護業務基準から学ぶ看護管理研修会 北村　和宏
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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

4月17日 脳を理解するための基本的な解剖学的知識と画像のみかた 川村　朋子

5月14日
専門作業療法士取得研修　高次脳機能障害Ⅰ

脳の機能と画像の知識
酒谷　景介

5月27日 第51回　日本理学療法学術大会 山川　慎司

6月11日
認知神経リハビリテーション

ベーシックコース（北海道）プログラム
橋本　未来

6月16日 第8回　日本訪問リハビリテーション協会学術大会
大江　諒

齋藤　祐美

7月10日 生活行為上マネジメント基礎研修 三瓶　龍太

7月15日 第15回　北海道病院学会 久保　貴裕

7月22日 整形疾患の上肢機能に対する作業療法
谷村　貴宏　香川　紗嬉

佐藤　亜音

9月17日 日本ディサースリア学会学術集会 石川　江利加

9月22日 第22回　日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 三橋　章人

9月25日 脳画像と高次脳機能障害 作業療法士に必要な知識と臨床応用 白井　佑里恵　石井　宏幸

11月10日 第40回　日本高次脳機能障害学会学術総会 玉木　晴香

11月19日 認知作業療法の講義 神子澤　亮介

2月9日 回復リハビリテーション病棟協会　第29回研究大会in広島 久保　貴裕

2月18日 新しい片麻痺への促通反復療法（川平法）実技講習会 武藤　晴紀　宮野　広太郎

【栄養管理室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月16日 道南脳卒中地域連絡協議会
丸山　祥子　高橋　鈴香

梅本　有美

5月28日 第11回　生活習慣病フォーラム 丸山　祥子　高橋　鈴香

6月18日 第23回　道南糖尿病療養指導研修会
丸山　祥子　高橋　鈴香

梅本　有美

7月12日 第59回　日本糖尿病学会年次学術集会 丸山　祥子

9月3日 第15回　道南食事療法研修会 丸山　祥子

9月24日 第1回　道南支部総会　糖尿病性腎症重症化予防の最新動向
丸山　祥子　高橋　鈴香

梅本　有美

11月12日 第29回　市民糖尿病教室
丸山　祥子　高橋　鈴香

梅本　有美

1月11日 第20回　日本病態栄養学会　年次学術集会参加、NSTセミナー 高橋　鈴香　梅本　有美

【薬局】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月14日 第63回　北海道薬学大会 大槻　良英

9月16日 第26回　日本医療薬学会年会 久保田　泰永

11月17日 平成28年度　日本病院薬剤師会医療品安全管理責任者等講習会 久保田　泰永

12月11日 平成28年度　院内感染対策講習会 大槻　良英

【検査科】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

7月8日 第28回　北海道輸血シンポジウム 中谷　智子

8月20日 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会 中谷　智子
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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

5月14日 平成28年度診療報酬改定説明会　北海道医療ソーシャルワーク協会 石井　義人

【医事課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

9月12日
①労災診療費の改正点について②労災診療請求に係る留意点について

③アフターケア請求に係る留意点について
栗谷川　智美

9月16日 労災診療費算定実務研修会 山岸　久記

【総務管理課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月9日 平成28年度　危険物取扱者試験準備講習 平手　裕介

5月26日 平成28年度　安全運転管理者に対する公安委員会の法定講習 平手　裕介

6月10日 第54回　函館社会保委員会総会および事務研修会 佐々木　康人

6月21日 平成28年度　危険物取扱者保安講習 佐々木　康人

8月1日 熊本震災から学ぶ災害対応策セミナー 平手　裕介

8月18日 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 佐々木　康人

10月25日 平成28年度　渡島地方移動労働セミナー 佐々木　康人

10月28日 特別管理産業廃棄物責任者に関する講習会 平手　裕介

2月7日 平成28年度　労働衛生セミナー 佐々木　康人

2月7日 美術館照明の省エネルギー化 LED照明と省エネ・節電セミナー 平手　裕介

2月13日 函館市障がい者雇用推進セミナー 佐々木　康人

2月15日 平成28年度　産業廃棄物地域別研修会について 平手　裕介

【法人情報システム室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

7月1日 ベッドコントロール関連　システム検討 滝沢　礼子

10月28日
NDソフトウェアシステム打ち合わせ
シーエスアイ　打ち合わせ、ユーザーフォーラム役員会

滝沢　礼子

11月26日 診療情報管理士　生涯教育セミナー 森　智美

【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

5月12日 病院機能評価受審病院説明会 福澤　高廣　栗盛　貴也　　　

10月25日 平成28年度　渡島地方移動労働セミナー 福澤　高廣　

11月14日 改正育児・介護休業法等説明会 栗盛　貴也

11月17日 健康保険と厚生年金保険の事務手続き 小山田　穂摘

2月7日
「治療」と「職業生活」の両立支援

～がんやメンタル疾患からの円滑な職場復帰のために～
福澤　高廣

3月3日
道銀ヘルスケアセミナー ～医療マネジメントの最前線～
職員を活性化させる人事マネジメント手法の公開

福澤　高廣
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外部派遣・会議等参加実績

日　程 氏　　名

6月11日 松田　泰樹

6月21日 三島　誠一

8月26日 酒谷　景介

9月30日 尾﨑　かおり

10月13日

三島　誠一

千田　芳明

浅井　諒子

10月22日 橋本　未来

10月28日
三島　誠一

浅井　諒子

11月12日 三島　誠一

講演・学会発表等実績

日　程 学会・研修名 演　　題 発表者・講師

5月21日
平成28年度

北海道言語聴覚士会学術総会

就労を目的に外来言語療法を

希望した成人吃音の一例

（発表）言語療法室室長

　　　　浅井　諒子

ICF stagingを用いた

ADL地域指標への取組み

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

スマートフォン活用による病棟内

コミュニケーション改善を図る取り組み

（発表）情報システム室

　　　　佐藤　美知子

7月6日 道南理学療法士学術大会
外来MD患者に対する透析予防指導として

理学療法を介入した症例

（発表）理学療法士

　　　　熊谷　大嗣

7月14日
第12回　MIRAIs

ユーザーフォーラム大会
シンポジウム

（座長）情報システム室室長

        滝沢　礼子

1.当法人における地域包括ケアシステム

構築に向けたIT活用の変遷と将来像

2.診療報酬加算取得に向けた

効果的なIT活用方法

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

スマートフォン活用による病棟内

コミュニケーション改善を図る取り組み

（発表）情報システム室

　　　　佐藤　美知子

医療・介護・生活支援一体型システム

“ぱるな”の活用と導入効果

（発表）情報システム室

　　    佐藤　由加里

7月14日 第15回　北海道病院学会

講習・会議名等

北海道理学療法士会　第7回　定時総会

ロボットスーツHAL研究会　 第2回　幹事会

介護予防事業

北海道医療大学卒業生講話

道内育成学校への就職状況の説明と把握

平成28年度（秋季）　臨床実習指導者連絡協議会

仙台医療福祉専門学校・東北文化学園大学・弘前医療福祉大学

就職状況の説明と臨床実習の実習地登録に関して

北海道ロボットスーツHAL研究会、世話人会代理・幹事会

6月23日 第66回　日本病院学会
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異なるベンダー間のITシステムをつなげる

自社開発ソフト“ぱるな”

（発表）情報システム室

　　　　小島　順平

在宅復帰１ヶ月後のADL状況の調査
（発表）理学療法士

　　　　南　敏勝

排泄ケアの見直し

～洗浄剤変更により業務の効率化と

　　　　　　　　　コスト削減を図る～

（発表）第5病棟介護福祉士

　　　　木村　大輔

1.当法人における地域包括ケアシステム

構築に向けたIT活用の変遷と将来像

2.診療報酬加算取得に向けた

効果的なIT活用方法

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

1.スマートフォン活用による病棟内

コミュニケーション改善を図る取り組み

2.医療・介護・生活支援一体型システム

”ぱるな”の活用と導入効果

（発表）情報システム室

　　　　佐藤　美知子

園芸活動前後での心理状況の変化

フェイススケールと

アンケート結果に基づいて

（発表）作業療法士

　　　　安田　真悟

自発性・認知機能・病識低下を

呈した患者に対するチームの関わり

施設方向から独居退院へ

（発表）作業療法士

　　　　中井　拓哉

12月1日

平成28年度

福島県社会福祉協議会

老人福祉施設協議会

ICT研修会

「ぱるな」実機体験説明会
（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

1月12日

第20回

日本病態栄養学会

年次学術集会

当院入院患者の栄養状況改善にむけた

NST活動の効果

（発表）栄養管理室室長

　　　　丸山　祥子

2月3日

第2回

北海道ID-Linkユーザー連絡会

道南メディカ事例発表

〔道南MedIka〕ADLアセスメントを用いた

情報連携ネットワークの構築

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

当院におけるサルコぺニア患者の

特性について自宅復帰に影響を

与える要因と自宅復帰後の注意点

（発表）理学療法士

　　　　佐藤　将也

病院回復期リハビリテーション病棟

における在宅復帰に向けた

チームアプローチ

（発表）第4病棟看護師

　　　　佐々木　淑美

　　　　第4病棟看護師

　　　　濱塚　菜乃

2月21日

北海道

ロボットスーツHAL研究会

両下肢不全麻痺により歩行困難

となったがHAL使用開始から

回復過程をたどった二症例

（発表）理学療法士

　　　　安田　菜実子

　　　　理学療法士

　　　　守屋  一憲

3月2日

第23回

NORTHｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2017

パネリスト

医療・介護・生活支援一体型ｿﾌﾄ「ぱるな」

を用いた地域包括ケアシステム構築の実際

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

2月9日

回復リハビリテーション

病棟協会

第29回　研究大会in広島

7月14日 第15回　北海道病院学会

10月7日 第58回　全日本病院学会熊本

10月26日
リハビリテーション・ケア

合同研究大会in茨城
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すこやかセミナー

主          催 ： 高橋病院　患者サービス向上委員会

実施日時・場所 ： 毎月最終水曜日（11：00～11：30）　高橋病院1階受付前にて実施。

実施日 講座内容 講師

4月27日 今日からできる！！認知症予防トレーニング
言語聴覚士
三橋　章人

5月25日 糖尿病と体重管理について
管理栄養士
梅本　有美

6月29日 ピロリ菌のお話し
外来看護師
横須賀　潤美

7月27日 糖尿病とくすりの話
副薬局長
久保田　泰永

8月25日 知ってて安心！介護保険
医療福祉相談・地域連携室室長
石井　義人

9月21日 私たちの暮らしと医療被ばく
放射線科技師長
辻　敏文

10月26日 ノロウイルスについて
第3病棟主任
伊藤　翔子

11月30日
これもリハビリだったんだ！
生活に寄り添う作業療法

作業療法士
橋本　未来

12月16日 音楽療法とは！
顧客サポートセンターひまわり
福井　裕美

1月25日 DM(糖尿病）と運動療法について
理学療法士
南　敏勝

2月22日 笑う門には福来たる
第5病棟看護師
川中　美津子

3月30日 姿勢を見直そう
第4病棟看護師
葛西　歩

内　　　　　容 ： 当院患者・ご家族・地域住民を対象とし、各職種が様々な内容をテーマとして定期セミナ―を
　　　　　　　　　開催します。
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症例事例検討会

実施日 講座内容 講師

5月19日 認知症患者との関わりを通して
外来看護師

佐々木　幸子

7月21日 在宅利用者様の医療・介護の連携
訪問介護ステーション元町所長

柳澤　景

9月15日 脳梗塞患者に発生した尋常性疣贅の１例
医局内科医長
齋藤 安弘

11月17日 高次脳機能障害のリハビリテーション
リハビリテーション科

植田 剛　　松本 典子

1月16日 転院をきっかけに認知症状が悪化した患者様との関わり
第3病棟看護師

小池田　美絵

3月16日 日常見かける検査値の話
医局副院長
志田　晃
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第37回　高橋病院研究発表会

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：函館国際ホテル　2階　『春陽の間』

統一テーマ：『質の向上』

キーワード：連携・顧客満足・安全

審　査　員：9名

参加者合計：179名

発表順 演　題 発表部署 演　者

1
インフルエンザウイルス・ノロウイルス陽性件数

の評価・検証ー当院での対応のためにー
高橋病院医局 志田　晃

2
ナースコール対応改善への取り組み

～患者様に満足される安全な療養の場を提供するために～
高橋病院第3病棟 小池田　美絵

3 病院における簡易懸濁法の現状調査と問題点の改善 高橋病院薬局 久保田　泰永

4
短期目標を共有することの効果
～みんなでFIM向上を目指そう～

高橋病院第4病棟 桑原　真理

5
看取りご利用者に対して我々ができること！

～看取りケアの第一歩～
ゆとりろ2階フロア 猪股　由季世

6 ADL向上を目的とした昼ケアへの取り組み リハビリテーション科 須田　輝

7
介護員ができる経営への参加
～たかが介護員されど介護員～

グループホームなでしこ
木もれび館

小島　一善

8
QOL向上を目指し安全な離床に向けて
～車椅子シーティングの見直し～

高橋病院第5病棟 加藤　智子

9 マンパワー増員に向けた訪問介護のイメージアップ
訪問介護ステーション
元町

中村　美智子

10
事業所間の定期便

～互いの業務内容の理解と時間の有効活用～
高橋病院事務 泉谷　綾

11 チームワークの向上を目指して
グループホーム秋桜
すもも館

清水　太一

12
乳糖 果糖 オリゴ糖を用いた排便コントロール

～適正な排便コントロールでQOLの向上を目指す～
ゆとりろ
栄養管理室

川口　多樹子

日　　　時：平成28年11月26日（土）午後1時30分～

【成績上位演題】

最優秀賞
QOL向上を目指し安全な離床に向けて

～車椅子シーティングの見直し～
高橋病院第5病棟

優秀賞 病院における簡易懸濁法の現状調査と問題点の改善 高橋病院薬局

優良賞
介護員ができる経営への参加

～たかが介護員されど介護員～

グループホームなでしこ

木もれび館


