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【外部機関役職及び関連委員会】

関連委員会

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

中小病院委員会委員　ICT推進委員会委員　北海道支部理事

医療政策委員会担当　研修企画委員会担当　　

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

北海道医療安全推進協議会委員

レセプト情報等の提供に関する有識者会議構成員

レセプト情報等の提供に関する有識者会議審査分科会構成員

要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議構成員

医療等分野情報連携基盤技術WGオブザーバー

情報セキュリティ　セプターカウンシル幹事会オブザーバー

医療トレーサビリティ推進協議会理事
日本医療ユーザービリティ医療情報化推進協議会　病院・薬局医療トレーサービリティWG委員

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

北海道病院企業年金基金　理事

道南地域医療連携協議会　理事

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

厚生労働省

内閣官房

ほか

【講演】

日　程 学会・研修名 演　　題 発表者・講師

7月26日
愛媛
全国老人保健施設学会

医療研究会

地域をつなげるICFステージング
～質を上げるための情報共有のあり方～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

8月19日
福岡
病院経営の質向上研究会

地域包括ケアシステム時代における情報ネットワークのあり方
～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

8月24日
大阪
MIRAIｓソリューションセミナー

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
～医療・介護の効率的な情報連携のあり方～

 (講演）理事長

　　　　　　高橋　肇

9月9日
金沢
全日病学会
医療の質向上委員会企画シンポジウム

病院の経営改善をデザインする

～医療・介護連携における情報管理の現状と課題～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

12月22日

札幌

北海道病院協会
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～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

2月17日
札幌

北海道医療経営セミナー

地域包括ケアシステムを支えるためのICT活用方法

～医療・介護連携における情報管理の現状と課題～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

【執筆】

主　　　題

phase 3 2017年4月号 地域連携の実現をかなえるICTの現状と可能性

社会福祉充実計画策定
ハンドブック

2017年4月発行 医療・介護・生活支援一体型システム『Personal Network ぱるな』

老健 2017年5月号 医療・介護間の情報連携の在り方・地域をつなげるICFステージング

Journal of
Clinical Rehabiritation

2017年11号
回復期リハ病棟におけるICFの活用：
地域につなげるICF－回復期からみた急性期病院、介護施設、在宅との情報連携

老健ほっかいどうvol.3 2018年1月号 医療・介護間の情報連携の在り方　地域をつなげるICFステージング

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27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15日 習得！ポジショニングの基礎 株式会社モルテン　様 褥瘡分科会

6月28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

7月7日 手指衛生を中心とした標準予防策 東京サラヤ株式会社　様 院内感染防止対策委員会

7月12日
手指衛生を中心とした標準予防策

２回目
東京サラヤ株式会社　様 院内感染防止対策委員会

7月14日
AEDと心肺蘇生

AEDとダミーによる演習
日本光電北海道株式会社　様 救急対応委員会

8月7日 食中毒について 栄養管理室　梶原　弥生 院内感染防止対策委員会

8月10日 接遇について 第3病棟看護助手　吉田  静子 接遇分科会

8月30日
高橋病院における

歯科衛生士の取り組み
歯科衛生士　河越　由希子 教育委員会　

8月31日 腰痛予防・ロールプレイ
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科長・室長

三島  誠一
安全衛生委員会

9月11日 インシデントレポートについて
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

9月12日 インシデントレポートについて　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

9月28日 血液製剤の取り扱い方について 日本赤十字社　様 輸血療法委員会

10月5日 Jアラートの対応について 総務管理課主任係長　佐々木　康人 防火防災管理委員会

10月6日 Jアラートの対応について　2回目 総務管理課主任係長　佐々木　康人 防火防災管理委員会

10月13日
インフルエンザと

ノロウィルスについて
薬局長　大槻 良英 院内感染防止対策チーム

10月16日
インフルエンザと

ノロウィルスについて　2回目
薬局長　大槻 良英 院内感染防止対策チーム

10月26日 病院厚生年金基金の新制度移行説明会
経理課長　瀬戸　浩之

総務管理課主任係長　佐々木　康人
教育委員会　

10月31日 タクティールケア研修会 社会福祉法人幸清会　鈴木卓也　様 教育委員会　

11月1日 病院厚生年金基金の新制度移行説明会
経理課長　瀬戸　浩之

総務管理課主任係長　佐々木　康人
教育委員会　

11月17日 診療報酬・介護報酬について 医事課長　朴田　誠 教育委員会　

11月21日 吐物の初期対応について 第3病棟師長　山岡　政博 院内感染防止対策委員会

11月22日 個人情報研修会 医事課長　朴田　誠 診療情報提供委員会

12月14日 自分で出来るメンタルヘルス メンタルヘルス室　池田　トシ子 教育委員会　

1月31日 身体抑制廃止について 第5病棟師長　二本柳　明美 身体抑制廃止委員会

2月26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　鈴木　舞

救急対応委員会

3月8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病棟師長　大内　舞

倫理委員会

3月26日 異食について
副看護部長・医療安全管理者

二ッ森　真奈美
医療安全対策委員会

3月30日 車輌通勤規程について 総務管理課　平手　裕介 教育委員会
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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114回　日本内科学会総会 筒井　理裕

4月20日 第57回　日本呼吸器学会学術講演会 吉田　史彰

4月23日 難病に関する指定医研修 志田　晃

5月11日 第90回　日本産業医衛生学会 阿部　一郎

5月25日 第60回　日本腎臓学会学術総会 熊坂　隆一郎

5月26日 医師のための総合リハビリテーション講座 若林　修

5月26日 医師のための総合リハビリテーション講座 本橋　蔵

6月16日 第62回　日本透析医学会学術集会・総会 熊坂　隆一郎

7月8日 日本内科学会　第56回生涯教育講演会　第634回関東地方会教育セミナー 若林　修

9月30日 第25回　道南創傷治療研究会～エキスパートから学ぼう！～ 筒井　理裕

10月13日 第39回　日本臨床栄養学会総会 筒井　理裕

10月24日 第45回　日本救急医学会総会・学術集会 本橋　蔵

10月27日 第47回　日本腎臓学会東部学術大会 熊坂　隆一郎

11月16日 第27回　日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 吉田　史彰

12月7日 第25回　日本産業ストレス学会 阿部　一郎

12月9日 産業医研修会 吉田　史彰

1月11日 日本病態栄養学会及び評議委員会 筒井　理裕

2月21日 第33回　日本静脈経腸栄養学会 若林　修

3月10日 北大第一内科教室出身教授による教育と臨床についての包括的な講演 志田　晃

3月15日 第43回　日本脳卒中学会 本橋　蔵

3月16日 第8回　日本腎臓リハビリテーション学会学術集会 熊坂　隆一郎

3月18日 第19回　禁煙治療セミナー 吉田　史彰

【看護部】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月19日 さあ！始めよう看護研修～研究計画書のつくり方～函館会場研修会 山口　里子　松石　めぐみ

4月22日 メンタルヘルスケアの方法を学ぶ
花田　みゆき　小川　佳奈

小池田　美絵

4月22日 接遇、フォローアップ研修～感動を創造する接遇を目指して 吉田　静子　　佐藤　広美

5月13日 地域包括ケア病床の運営と地域連携の在り方を考える看護管理者研修 北村　和宏

5月14日 心停止を中心とした1日研修ICLS北海道認定　日本救急学認定

真田　萌　　中澤　有綺奈

濱塚　菜乃　品川　有貴

鈴木　舞

5月18日 日本糖尿病年次学術集会 大山　友絵　大内　舞

5月19日 日本感染管理ネットワーク学術集会 二本柳　明美

5月23日 看護管理Ⅰ-看護管理のはじめの1歩 山田　佳世

6月3日 看護管理に必要な基礎知識（第1回）函館会場　研修会 花田　みゆき

6月10日 第25回　道南糖尿病療養指導士の会　看護症例検討会 福田　佳祐　真田　萌

6月17日 17重症度、医療・看護必要度評価　院内指導者研修
伊藤　翔子　山本　健二

桑原　真理　坂井　祐衣

6月30日 看護実践に活かすフィジカルアセスメント 大嶋　里沙　藤﨑　朋絵

7月1日 道南糖尿病教育・看護研究～平成29年度研究会プログラム～ 福田　佳祐

7月6日 輸血シンポジウム 山岡　政博

7月7日 エンドオブライフケアについて 塚本　美穂

7月8日 第7回　ICNJ北海道支部南ブロック研修 猪野越　健一

7月11日
現場に活かせるリスクマネジメント

基礎編　KYTでリスク感性を高めよう（第1回）研修会
金澤　絵里子

7月14日 看護倫理～看護で大切なことは何か～（札幌会場配信　通院研修） 舟口　信子　山口　里子

7月15日 心電図判読セミナー
真田　萌　　中澤　有綺奈

品川　有貴　鈴木　舞
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7月19日
現場に活かせるリスクマネジメント

アドバンス編　～Im SAFERを用いて～（第2回）研修会
二ツ森　真奈美

7月21日 看護管理者が必要とする現任教育体制の構築と強化 伊藤　翔子　小杉　久美子　

7月22日 病院看護師のための認知症対応力向上研修会
坂井　佑衣　　濱塚　菜乃

松石　めぐみ

7月29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定められた

　　　　　　　　　　　医療機器安全使用のための研修」

北村　和宏

8月17日 その人らしい最期を迎えるために（函館会場）研修会 海藤　恵　　池田　敏弘

8月18日 現場で活かせるフィジカルアセスメント研修会 工藤　美恵　大嶋　里沙

8月28日 平成29年度　北海道高齢者虐待防止推進研修会　基礎編 二本柳　明美　加藤　智子　

9月2日 北海道看護協会道南南支部主催　看護管理者研修 北村　和宏 二ッ森　真奈美

9月8日 認知症ケア～対象者を深く理解するために～ 川中　美津子　阿部　恵子

9月9日 「職員一丸となって取り組む感染管理」研修会 汐谷　あずさ　赤澤　正美

9月14日 現場で活かせる感染対策（函館会場）研修会 猪野越　健一

9月16日 看護師職能集会Ⅰ・Ⅱ（道南南支部）
竹内　由美子　紺田　葉月

谷口　晴美

9月30日 「高齢者介護～認知症ケア～」研修会（道南南支部）
中谷　公美　島本　教子

福田　佳祐

9月30日 医療事故・紛争対応研究会　北海道・東北セミナー
二ッ森 真奈美

二本柳 明美

9月30日 第25回　道南創傷治療研究会～エキスパートから学ぼう！～ 大内　舞　紺田　葉月

10月7日 看護管理者研修・講演会「看護イノベーション」 大山　友絵　　大内　舞

10月16日 排泄ケア、脳卒中急性期ケア、看護経過、ベッドサイドケア 中澤　有綺奈　真田　萌

10月20日 医療安全管理者育成講習会（第1クール） 大山　友絵

10月21日 地域包括ケア時代の看護管理者の役割 北村　和宏

10月26日 看護管理Ⅱ 大内　舞

11月3日 歯科衛生士が伝えたい口腔ケア 河越　由希子　野澤　美希

11月11日 北海道中材業務研究会　「機材洗浄の基本」他実践報告 山岡　政博

11月11日
看護師職能集会（道南南支部）道南の医療安全ネットワークの

　　　　　　　　　取り組み、医療現場でのリスクマネジメント
花田　みゆき　大島　慈代　

11月16日 平成29年度　函館市高齢者虐待防止講演会 小林　祐子　矢野　奈緒美

11月23日 DiNQL大会　2017　～もっと知りたいディンクルのこと～ 二ッ森　真奈美

11月27日 介護プロフェッショナルキャリア段位制度　評価者アセッサー集合講習 加藤　智子

11月28日 医療安全管理者　～フォローアップ研修～ 二ツ森　真奈美

12月1日
看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）

　　　　　　　　　　　　　を活用した施設内教育研修会
二ッ森　真奈美

12月1日 医療安全管理者育成講習会（第2クール） 大山　友絵

12月2日 看護実践に活かすフィジカルアセスメント（脳神経・消化器） 金澤　絵里子

12月14日 平成29年度　小規模病院等施設間交流研修　認知症ケアチーム活動 伊藤　翔子

12月14日 小規模病院等施設間交流研修 山本　智子

12月21日 平成29年度　認定調査員研修（現任） 小林　祐子

1月6日 医療安全管理者育成講習会（第3クール） 大山　友絵

1月27日 「看護実践に活かすフィジカルアセスメント（呼吸機能）」研修会 坂井　佑衣

2月2日 医療安全管理者育成講習会（第4クール） 大山　友絵

2月24日
平成29年度　北海道合同輸血療法研修会

第2回看護師の為の臨床輸血セミナー
猪野越　健一　紺田　葉月

2月24日 病院看護師のための認知症対応力向上研修会
海藤　恵　　阿部　恵子

鳴海  早苗
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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15日 半側空間無視・失行の神経メカニズムとニューロリハビリテーション 石﨑　優香　　武藤　晴紀

5月12日
疾患別対応！認知症高齢者の摂食嚥下リハビリテーション

～食支援の視点から学ぶ～
齋藤　祐美

5月13日 第3回　認知症摂食嚥下リハビリテーションセミナー 橋本　未来

6月2日 第10回　日本訪問リハビリテーション協会学術大会IN北海道 堀本　瑞穂

6月16日
第16回　IT機器レンタル事業

「作業療法士が行うIT活用支援説明会」（北海道）
佐藤　亜音

7月23日
モニター機器が少ない状況下における早期離床

～フィジカルアセスメントを活かした状況判断のコツ
中井　拓哉

7月23日
機能解剖学に基づく足関節、足部機能障害の評価と治療

～科学的根拠と臨床応用～
須藤　麻由

8月5日
運動連鎖、バイオメカ二クスから考える姿勢制御・

異常動作に対する理学療法
松本　典子

8月26日 観察による歩行分析 加藤　哲成

9月2日 歩行のバイオメカニクスと装具療法
須藤　麻由　　黒瀧　彩子

守屋  一憲

9月15日 第23回　日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 玉木　晴香

9月30日 胸郭運動システムの評価と治療戦略 山川　慎司

9月30日 片麻痺の評価と治療～姿勢制御に基づく上肢へのアプローチ～ 清水　翔太

10月28日 北海道作業療法士会　第6回全道研修会 三瓶　龍太

11月11日 第3回　北海道ロボットスーツHAL研究会 黒瀧　彩子

11月23日 急性期・回復期における認知症作業療法の可能性 小笠原　睦美

12月2日 第17回　北海道回復期リハビリテーション病棟協会研修会 酒谷　景介

12月15日 第41回　日本高次脳機能障害学会学術総会 間山　裕人

1月21日
地域ケア会議および

介護予防・日常生活支援総合事業に関する作業療法士人材育成研修会
川村　朋子　 橋本　未来

2月25日 平成30年度　介護報酬改定に関する研修会 松田　泰樹

【栄養管理室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月18日 第60回　日本糖尿病学会　年次学術会 丸山　祥子

1月11日
平成29年度　教育セミナー

第21回　日本病態栄養学会年次学術集会
辻　有美

【薬局】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

8月3日 平成29年度　日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者等講習会 久保田　泰永

10月19日 平成29年度　北海道病院協会医療安全管理者養成講習会（第1クール） 久保田　泰永

11月2日 第27回　日本医療薬学会 久保田　泰永

11月30日 平成29年度　北海道病院協会医療安全管理者養成講習会（第2クール） 久保田　泰永

1月5日 平成29年度　北海道病院協会医療安全管理者養成講習会（第3クール） 久保田　泰永

2月1日 平成29年度　北海道病院協会医療安全管理者養成講習会（第4クール） 久保田　泰永

【検査科】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

7月15日 心電図判読セミナー 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

9月9日
北海道医療ソーシャルワーカー協会

平成29年度　第1回実践講座

石井　義人　　小川　桂子

織田　耕太朗　小林　陽平

【医事課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月24日 改正個人情報保護法対策セミナー 朴田　誠

5月20日 DPC研究班セミナー　東京会場 山岸　久記

9月22日 労災保険指定医療機関　事務担当者講習 山岸　久記　大江　佑理

10月7日 DPC研究班セミナー　札幌会場 山岸　久記

【総務管理課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月24日 函館商工会議所主催　総務の基本と実務 平手　裕介

5月26日 函館市主催　防災管理新規講習会 佐々木　康人

6月2日 平成29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21日
新任管理者・リーダー社員のための具体事例でわかる労務管理の

基本の「キ」講座
平手　裕介

8月4日 雇用管理改善セミナー 佐々木　康人

8月6日

北海道病院協会、全日本病院協会北海道支部、

東京海上日動火災保険株式会社　共催病院における

業務継続計画（BCP）策定に係る病院向けセミナー

佐々木　康人

8月7日 北海道労働局・北海道　主催「働き方改革推進」に向けた説明会 平手　裕介

9月25日 CE（コールドエバポメーター）受入側保安責任者講習 平手　裕介

9月28日 メンタルヘルス対策情報提供セミナー 佐々木　康人

10月17日 中小企業のためのBCPセミナー 佐々木　康人

11月26日 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 平手　裕介

12月2日 医療機関BCPの策定とそれに基づく院内演習の実施 佐々木　康人

12月8日 社会保険事務講習 平手　裕介

12月13日 三井住友海上　主催　「働き方改善」と企業が行うべき対応セミナー 佐々木　康人

1月18日 北海道医師会主催　平成29年度第2回北海道医師会JMAT研修会 佐々木　康人

2月7日 労働衛生セミナー～健康経営のために今できること～ 平手　裕介

2月13日 産業廃棄物地域別研修会 平手　裕介

2月19日 平成30年ワークライフバランスセミナー 平手　裕介

【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

4月26日 道銀ヘルスケアセミナー ～医療マネジメントの最前線～ 栗盛　貴也

5月31日 人事セミナー2017（株式会社　川原経営総合センター） 福澤　高廣

8月4日 雇用管理改善セミナー「4つの実践力で採用力と定着力を上げよう」 栗盛　貴也

8月29日 働き方改革推進に向けた説明会 栗盛　貴也

9月28日 「グループホームのしごと・介護現場で働くこととは」 栗盛　貴也

10月29日 医療経営講演会　（主催　北海道病院協会） 福澤　高廣

11月19日 北海道病院協会　研修企画委員会分科会・病院広報研修会 福澤　高廣

12月9日 北海道病院協会　研修企画委員会分科会・地域包括ケア病棟研修会 福澤　高廣

12月13日

「働き方改革」と企業が行うべき対応セミナー

～非正規雇用の処遇改善・長期労働の是正・

子育てや介護と仕事の両立～

栗盛　貴也

3月26日 介護報酬改定　経営戦略セミナー 栗盛　貴也
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外部派遣・会議等参加実績

日　程 氏　　名

4月22日 滝沢　礼子

5月8日 滝沢　礼子

5月9日 福澤　高廣

6月6日 福澤　高廣

7月14日 福澤　高廣

7月18日 笹谷　健一

9月6日 福澤　高廣

9月21日 福澤　高廣

11月16日 滝沢　礼子

12月5日 福澤　高廣

2月6日 笹谷　健一

講演・学会発表等実績

日　程 学会・研修名 演　　題 発表者・講師

脳幹梗塞で嚥下障害を呈した
症例に対する関わり

（発表）言語聴覚士

　　　　尾崎かおり

左前大脳動脈領域の梗塞により
重度失語症・発語失行を呈した症例

（発表）言語聴覚士

　　　　玉木　晴香

6月29日
20170630-icc石川　ICT
SOLUTION FAIR2017セミナー

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

（講演）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

7月8日
第3回

地域包括ケア病棟研究大会

ITネットワークを活用した地域内多職種協働に

求められる情報連携の実際

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

7月20日
第67回
日本病院学会演題発表

当法人におけるIT導入の変遷と

地域包括ケアシステム構築に向けた
ITネットワークの活用方法

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

Session19 医療事務・ITシステム・その他
（座長）情報システム室室長

　　　　滝沢　礼子

食事ケアに焦点をあてた
QOL向上の取り組み

～口から食べる楽しみを支援する～

（発表）第5病棟介護主任

　　　　加藤　智子

ADL向上を目的とした昼ケアへの取り組み
（発表）作業療法士

　　　　三瓶　龍太

当院における簡易懸濁法の
現状調査と問題点の改善

（発表）副薬局長

　　　　久保田　泰永

10月14日 道南支部症例検討会
アテローム血栓性脳梗塞を

若年発症した症例
（発表）理学療法士

　　　　松原　由季
回復期病棟における失語症患者の

FIMコミュニケーション項目利得と
その要因について

（発表）言語聴覚室室長

　　　　浅井　諒子

当院におけるロイシン配合
サプリメント付加研究の

コントロール群患者の特性について

（発表）
　リハビリテーション科科長

　　　　三島　誠一

10月21日
第68回

北海道理学療法士学術大会

2型糖尿病患者に対する透析予防指導に

理学療法士が介入する効果

（発表）理学療法士

　　　　石﨑　優香

12月8日 道南支部症例検討会
難治性口腔潰痬を呈した患者に

多職種で取り組んだターミナルケア
（発表）言語聴覚室室長

　　　　浅井　諒子

当院における自動車運転再開に
対する取り組み

～自動車学校との連携と運転評価の
マニュアル化に向けて～

（発表）作業療法士

　　　　神子澤　亮介

当院回復期リハビリテーション病棟
におけるICFシート導入に

対する取り組み

（発表）第4病棟看護師

　　　　坂井　佑衣

2月17日
北海道病院協会　道南南支部
看護研究発表会

回復期リハビリテーション病棟患者の
QOL向上を目指して

（発表）第4病棟看護師

　　　　真田　萌

2月27日 道南地区作業療法研究会
MTDLPを使用し趣味活動参加へ向けた介入から

習慣化と地域への進出に繋がった事例
（発表）作業療法士

　　　　宮本　采佳

3月10日
第7回　日本がん
リハビリテーション研究会

食堂・中咽頭癌治療後、外来言語療法介入し
経口摂取再開可能となった一例

（発表）言語聴覚室室長

　　　　浅井　諒子

2月2日
一般社団法人回復期
リハビリテーション病棟協会

第31回　研究大会

北海道病院協会　研修企画委員会分科会

今後の医療介護連携に係る電子カルテ方向性打合せ
シーエスアイ　ユーザフォーラム役員会

北海道医療健康保険組合　健康管理委員会常任委員会

北海道病院協会　研修企画委員会分科会

第16回　北海道病院学会7月21日

道南支部症例検討会4月22日

10月19日
リハビリテーション・ケア

合同研究会

講習・会議名等

北海道病院協会　研修企画委員会分科会

シーエスアイ　ユーザーフォーラム役員会

北海道病院協会　研修企画委員会分科会

北海道医療健康保険組合　健康管理委員会常任委員会

北海道病院協会　研修企画委員会分科会

第16回　北海道病院学会事務局打合せ

北海道病院協会　研修企画委員会分科会

シーエスアイ社訪問　次期電子カルテ入替方向性打合せ
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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26日 安全に食事を楽しもう
リハビリテーション科
言語聴覚士　植田　剛

5月31日 糖尿病と体重管理について
栄養管理室
管理栄養士　梅本　有美

6月28日 介護保険サービスの利用までの流れ
居宅支援事業所　元町
介護支援専門員　佐藤　正三

7月26日 認知症予防とアロマ
外来
看護師　髙木　友紀

8月30日 糖尿病とくすりの話
薬局
薬剤師　久保田　泰永

9月27日 訪問看護は1日１００円！？
訪問看護ステーション
ほうらい
所長　石田　裕子

10月25日 インフルエンザについて
第4病棟
看護師　大島　慈代

11月29日 これもリハビリだったんだ！〜生活に寄り添う作業療法～
リハビリテーション科
作業療法士　佐藤　亜音

12月27日 ノロウイルスについて
第3病棟
看護師
紺田　葉月 　 大嶋　里沙

1月31日 訪問リハビリについて
訪問リハビリステーション
ひより坂
理学療法士　堀本　瑞穂

2月28日 夏より危険！冬の脱水症状
第5病棟
師長　二本柳　明美

3月28日 ロコモ体操について
リハビリテーション科
理学療法士　清水　翔太

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18日
高次脳機能障害の患者に対する

生活リズムを整えるための関わり

第4病棟

看護師　井上　佳奈

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21日 びまん性脳損傷の一例
医局
内科医長　本橋　蔵

11月16日
支援の受入を拒む患者との

関わりを通して再確認したこと
外来
看護師　舟口　信子

1月18日
みんなで支える看取り

～在宅でもICF～

訪問看護ステーション
ほうらい

所長　石田　裕子

3月15日 睡眠時無呼吸症候群の一例
医局
内科医長　若林　修
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第38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：函館水産海洋総合研究センター　

統一テーマ：『業務の効率化』

キーワード：時間の有効活用・職員満足・連携

審　査　員：9名

参加者合計：148名

発表順 演　題 発表部署 演　者

1 ぱるなを活用した多職種連携への取り組みと課題 法人情報システム室 佐藤　由加里

2
入院時対応の効率化を目指して

「既存の認知症看護計画の見直しから導入まで」
高橋病院
第3病棟

品川　有貴

3
食事ケアに焦点をあてたQOL向上の取り組み

～口から食べる楽しみを支援する～
高橋病院
第5病棟

汐谷　あずさ

4
事務医事課統計作成に

Ｍicrosoft Excel®マクロ機能を使用してみて
高橋病院ゆとりろ

事務部門
朴田　誠

5

『日中のレクリエーション活動見直しで、
帰宅願望は軽減されるのか？』

～夜勤帯の業務改善に向け、コミュニケーションロボット
パルロを導入してみよう～

小規模多機能ホーム
なでしこ

山田　武史

6
生活チェック表の更新

運用方法の見直しによる情報共有の効率化
高橋病院

リハビリテーション科
橋本　未来

7 軽～中度の認知症高齢者に対する人形療法の効果
ゆとりろ

看護介護部門
安齋　僚

8 デイサービスの業務改善について デイサービス秋桜 梅田　勉

日　　　時：平成29年11月25日（土）午後1時30分～

【成績上位演題】

最優秀賞 ぱるなを活用した多職種連携への取り組みと課題 法人情報システム室

優秀賞
食事ケアに焦点をあてたQOL向上の取り組み

～口から食べる楽しみを支援する～

高橋病院

第5病棟

優良賞
生活チェック表の更新、

運用方法の見直しによる情報共有の効率化

高橋病院

リハビリテーション科


