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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

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

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

厚生労働省

内閣官房

ほか
医療トレーサビリティ推進協議会理事  基本構想策定委員会委員　サービス/機能検討チーム委員
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
H-ISAC Japan Council委員

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

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

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

【講演】

日　程 学会・研修名 演　　題 発表者・講師

7月7日
札幌
北海道病院協会主催

北海道病院学会ランチョンセミナー

地域をつなげる情報連携のあり方
～医療・介護間に横たわる溝をどう埋める？～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

9月14日
東京

Hospital Management Japan Summit 2018

地域をつなげるICTのあり方

～医療・介護間に横たわる情報連携の現状と課題～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

9月26日
函館
道南MedIka主催

医療・介護の情報共有研修会

地域をつなげるICTのあり方
～医療・介護連携の現状と課題～

 (講演）理事長

　　　　　　高橋　肇

10月20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

10月30日
札幌

全国老人福祉施設研究会会議

地域をつなげるICTのあり方

～医療・介護間に横たわる情報連携の現状と課題～

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

【執筆】

主　　　題

医療管理 医学書院 Ⅶ章　「ケーススタディー病床再編・医療連携・人事管理ー」

日経ヘルスケア 日経BP社 2018年11月号　「選ばれる看取りの作法（ACP）」

全国老人福祉施設研究会議 月刊老施協
2018年12月号
「地域につなげるICTのあり方－医療・介護間に横たわる情報連携の現状と課題ー」

全日病ニュース 全日本病院協会 2019年2月1日号　「ICT利活用の取組み」

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3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

4月25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16日
手指衛生の重要性と実践
（5/16，17，18，21，22）

東京サラヤ株式会社　様 院内感染防止対策チーム

6月5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

6月11日
皮膚・排泄ケア

認定看護師の活動について
認定看護師　福島 一也 教育委員会　

6月22日
おもてなし

～言葉と笑顔がもたらす影響
外部護師　小林 恵理子　様 教育委員会主催

6月27日
医薬品の安全について
（6/27，28，29）

副薬局長　久保田 泰永 医療安全対策管理委員会

7月11日
看取りに関する指針について
（7/11，7/17～7/20）

副看護部長・医療安全管理者
二ッ森 真奈美

倫理委員会

7月26日 接遇について 看護師　佐々木 淑美 接遇分科会

7月27日 食中毒について 栄養管理室　川口 多樹子 院内感染防止対策チーム

8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

8月27日 肺炎球菌ワクチンについて ファイザー製薬株式会社　様 教育委員会　

10月9日 放っておくと怖い骨粗鬆症
整形外科医
大羽 文博　様（中央病院）

教育委員会　

10月22日
インフルエンザと
ノロウィルスについて

（10/22，23，24，25，26）

薬局長　大槻 良英 院内感染防止対策チーム

11月7日 医療ガス講習会
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

12月20日 吐物・排泄物の初期対応 第3病棟師長　猪野越 健一 院内感染防止対策委員会

1月18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

1月25日
転倒・転落　リスクマネジメント

（1/25，28，29，30，31，2/1）

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

2月8日 ＡＥＤ講習会 日本光電北海道株式会社　様 医療安全対策管理委員会

2月14日 医療安全研修会　事務部門編 医事課長　朴田 誠 医療安全対策管理委員会

2月20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

2月26日 介護職員の為の認知症対応能力向上研修 外部講師　村上 千代子　様 教育委員会　

2月27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　松石 めぐみ
第3病棟看護師　大嶋 里沙

第5病棟看護師　桑原 真理

救急対応委員会

3月5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

3月12日 明日から使えるWOC直伝スキンケア 認定看護師　福島 一也 褥瘡対策分科会

3月26日 倫理について

医療福祉相談・
地域連携室長　石井 義人

第3病棟師長　猪野越 健一

第3病棟主任　塚本 美穂

倫理委員会
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【医局】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月13日 第115回　日本内科学会総会 若林 修
4月13日 第115回　日本内科学会総会 筒井 理裕
4月13日 第115回　日本内科学会総会 熊坂 隆一郎
4月27日 第58回　日本呼吸器学会講演会 志田 晃
5月16日 第91回　日本産業衛生学会 阿部 一郎
5月17日 脳外科専門医資格更新（日本専門医機構基準) 本橋 蔵
5月22日 気管支鏡セミナーと気管支学会総会 若林 修
6月2日 アメリカ内科学会日本支部年次総会 熊坂 隆一郎

7月25日

産業医研修会
〜産業医のための「がんに罹患した従業員の治療と
職業生活の両立支援」〜

吉田 史彰

9月20日 産業医研修会 吉田 史彰
9月28日 がんリハビリテーション研修会 若林 修
9月28日 第15回　回復期リハ病棟専従医師研修会 熊坂 隆一郎　阿部 一郎
9月29日 第15回　青森臨床糖尿病研究会 筒井 理裕
10月4日 第40回　日本臨床栄養学会総会 筒井 理裕
10月19日 日本腎臓学会　東部学術大会 熊坂 隆一郎

11月7日
第5回　呼吸ケア指導　スキルアップセミナー
第28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

11月10日 第12回　日本禁煙学会学術総会 吉田 史彰
11月18日 難病に関する指定医研修 筒井 理裕
11月19日 第46回　日本救急医学会総会 本橋 蔵
11月29日 第26回　日本産業ストレス学会 阿部 一郎
12月8日 第57回　研究会（北大一内シンポジウム） 志田 晃
12月16日 院内感染対策講習会 吉田 史彰
3月9日 第9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
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【看護部】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月21日
認定看護協会「医療報酬・診療報酬同時改定の理解を深め、

看護管理者としての役割を考える
北村 和宏

5月12日 看護の日記念イベント

二ッ森 真奈美

猪野越 健一　大山 友絵

二本柳 明美　大内 舞

花田 みゆき　山田 佳世

加藤 智子　小川 峰子

武田 小枝　村上 麻衣

佐藤 未来　平井 茉菜

汐谷 あずさ　川村 ひかる

越智 聖美　工藤 梨奈

小島 楓

5月13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
桑原 真理　松石 めぐみ

荒橋 公美　大嶋 里沙

5月19日
公益社団法人　北海道看護協会　主催

診療報酬・介護報酬同時改訂を理解し、役割推進力を高める研修会
北村 和宏

5月23日 新人マナー研修
工藤 梨奈　小島 楓

平井 茉菜　越智 聖美

5月24日 第61回　日本糖尿病学会年次学術集会 大内 舞　　大山 友絵

5月24日 電話/接遇対応・話し方講座　～信頼されるビジネスマナー～ 佐々木 幸子

6月5日 認知症ケア～対象者を深く理解するため～（函館会場）研修会 山口 里子

6月16日 看護管理者の「倫理的意思決定」と「人を大切にする風土」づくり 二本柳 明美

6月24日 重症度、医療・看護必要度評価　院内指導者研修
大嶋 里沙　　渡部 道恵

鈴木 舞

6月30日 「メンタルヘルスケアの方法を学ぶ」研修会 中野 江梨子

7月2日 認知症介護実践者研修（実践リーダー研修） 吉田 春樹

7月6日 第30回　北海道輸血シンポジウム 安田 瑞香  鈴木 舞

7月7日 第8回　ICNJ北海道支部南ブロック研修会
小杉 久美子　山本 健二

福島 一也　　伊藤 翔子

7月9日 認知症介護実践者研修（実践リーダー研修） 吉田 春樹

7月10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～
山田 佳世

7月13日 看護論理　看護で大切なことは何か 阿部 恵子

7月16日 認知症介護実践者研修（実践リーダー研修） 吉田 春樹

7月20日

医療機器安全基礎講習会（施設基準必要研修）

「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24日 函館地区医療安全・感染対策合同セミナー 伊藤 翔子  紺田 葉月

7月25日 コンフリクトマネジメント研修会 二ッ森 真奈美

7月26日 看護管理Ⅰ「看護管理のはじめの一歩」研修会 花田 みゆき

7月27日 病院看護師のための認知症対応力向上研修会 福田 佳祐

7月28日 ELNEC-J　高齢者プログラム研修会 髙杉 知美

8月4日
『人生最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」か

ら学ぶ意思決定支援研修会

大山 友絵　　猪野越 健一

二本柳 明美　阿部 恵子

8月8日 北海道看護協会主催「その人らしい最期を迎えるために」 渡部 道恵  山本 智子

8月8日 エンド・オブ・ライフ・ケア研修会 髙杉 知美

8月26日 重症度、医療・看護必要度評価者　院内指導者研修 金澤 絵里子

8月27日 北海道高齢者虐待防止推進研修会（施設編） 二本柳 明美  石亀 遥

8月27日
北海道自治体病院協会　小規模病院等看護職員現任教育体制整備支援事業

「人を教えること、育てること～教育から「共有」へ～」
大内 舞

8月29日 介護医療院開設に向けた研修会 北村 和宏

8月30日 現場で活かせる感染管理 伊藤 翔子

8月31日 看護実践に活かすフィジカルアセスメント研修会
小川 峰子  武田 小枝

村上 麻衣
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9月8日 第26回　道南創傷治療研究会 冨田 恭代

9月8日 第26回　道南創傷治療研究会 島本 教子

9月8日 医療関連機器圧迫創傷　スキンケアの予防と管理と治療 紺田 葉月  大嶋 里沙

9月26日
看護補助者の活用推進のための看護仮研修

（看護補助加算施設基準必須研修）
北村 和宏

9月27日 看護補助者の活用推進のための看護管理研修（第1回・第2回）研修会 猪野越 健一

9月28日 旭川がんのリハビリテーション研修会 山本 健二

10月13日 「看護職のストレスマネジメント」研修会 三浦 絵里　野村 雪乃

10月16日 介護支援専門員更新研修（実務経験者） 小林 祐子

10月19日 医療安全管理者養成講習会（医療安全概論）1クール 山田 佳世

10月20日
道南NSTネットワーク研究会

第17回　学術集会
白針 早苗

10月20日 退院支援に関する交流会 伊藤 翔子  金澤 絵里子

10月20日
道南総看護師長協議会　看護管理者研修・講演会
認知症心理学から見た医療現場のコミュニケーション

猪野越 健一　大山 友絵

10月21日 認知症介護実践研修 加藤 智子

10月26日
認知症看護研修会
認知症患者及び家族へ支援を学び看護に活かすことができる

小池田 美絵　池田 敏弘

11月1日 施設間交流研修 渡部 道恵

11月3日 「看護の場で活かす肯定的アプローチとは」 花田 みゆき

11月5日
新人看護職員研修会

～研修責任者・教育担当者～
大内 舞

11月9日
認定看護管理者会北海道ブロック主催研修

「看護管理者への期待〜これからの時代に輝くために～」
北村 和宏

11月9日 施設間交流研修（排泄ケア） 大嶋 里沙  紺田 葉月

11月14日 函館市高齢者・障がい者虐待防止講演会
汐谷 あずさ  川村 ひかる

工藤 ゆかり

11月21日 認定調査の基本原則・留意事項・講習など 小林 祐子

11月27日 医療安全管理者　フォローアップ研修 二ッ森 真奈美

12月1日 第28回　道南糖尿病療養指導士の会　看護症例検討会 池田 敏弘  紺田 葉月

12月7日 医療安全管理者養成講習会　第2クール 山田 佳世

12月11日 認知症介護実践研修（実践者研修過程） 加藤 智子

12月13日 認知症対応力向上研修 海藤 恵

12月17日 一般社団法人日本感染症学会主催　院内感染対策講習会 猪野越 健一

1月10日
メディカルアロマテラピーとセルフケアで

疲れた身体と心を癒し日々のストレスを解消しよう
野村 雪乃

1月12日 医療安全管理者養成講習会　第3クール 山田 佳世

1月12日 医療安全管理者育成講習会　アシスタントとしての派遣 北村 和宏

1月13日 看護管理に必要な基礎知識 海藤 恵

1月26日
医療連携機器圧迫治療（MDRPU）についての症例検討
スキン・テア（皮膚裂傷）の予防と管理と治療

紺田 葉月　大嶋 里沙

鈴木 舞　  冨田 恭代
坂井 佑衣  加藤 智子

白川 桃香  梶谷 桃花

3月2日 北海道合同輸血療法研修会 荒橋 公美　三浦 絵里

3月2日
道南創傷治癒研究会

第14回　スキン・テア講習会

工藤 ゆかり　池田 敏弘

吉田 春樹　　佐藤 未来

3月21日 函館市モニタ心電図セミナー
佐藤 未来  村上 麻衣

武田 小枝  小川 峰子
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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 脳画像の見方と予後予測 石崎 優香

4月21日 第18回　摂食嚥下リハビリテーション北海道地区研修会 植田 剛

5月19日 脳卒中片麻痺の歩行と装具のバイオメカニクス 須藤 麻由  黒瀧 彩子

6月16日 North inspire研修会 大山 峻佑

6月30日 環境適応講習会 神子澤 亮介

7月7日 第17回　北海道病院学会 浅井 諒子　玉木 晴香

7月7日 体幹に対するアプローチ 山川 慎司

7月8日 歩行に基づくアプローチ 山川 慎司

8月26日 生活行為向上マネジメント基礎研修
林 祐依　　内田 元気

早坂 祐亮

9月8日 第24回　日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術集会 浅井 諒子　森山 岳厳

11月10日 HAL研究会 大江 諒  沓澤 翔　

11月10日 北海道作業療法士会研修会 高野 友

12月6日 第42回　日本高次脳機能障害学会学術総会 石井 江利加

1月20日 装具使い方セミナー 佐藤 将也  松原 由季

2月21日 一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会第32回研究大会
浅井 諒子  玉木 晴香
酒谷 景介

3月30日 化学療法、放射線治療におけるリスク管理 三島 誠一　堀本 瑞穂
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【栄養管理室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

12月15日 日本糖尿病療養指導士認定機構　第16回　認定更新者用講習会 辻 有美

1月10日
日本病院栄養学会　教育セミナー受講
第22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17日 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

11月22日 第28回　日本医療薬学会年会 久保田 泰永

【検査科】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

11月17日
第55回　道南町立病院臨床検査技師会研修会
道南町立病院検査技師会創立50周年記念式典

池内 勝

【放射線科】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

10月4日 第46回　日本放射線技術学会春季学術大会 辻 敏文

【情報システム室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

6月30日 第152回　北海道診療情報管理研究会学術集会 森 智美

【訪問診療室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

2月22日 医療安全管理者養成講習会　第4クール 山田 佳世

3月21日 医療的ケア教員講習会 小杉 久美子

【医療福祉相談・地域連携室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

12月8日 医療メディエータ―養成講座（導入・基礎編） 伊藤 明博

【医事課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月16日 個人情報管理・担当責任者要請研修会（ベーシックコース） 朴田 誠

9月21日 労災診療費算定実務研修会 山岸 久記

9月27日 個人情報管理・担当責任者要請研修会（アドバンストコース） 朴田 誠

10月13日 ＤＰＣデータ調査研究班セミナー 山岸 久記
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【総務管理課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月25日 防災管理新規講習 平手 裕介

5月29日 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2日 医療労働・環境改善研究会主催　医療労務実施セミナー 佐々木 康人

6月4日 函館法人会主催　3時間でわかる総務・庶務の実務講座 荒木 孝平

7月6日 北海道病院協会主催　第17回北海道病院学会 佐々木 康人

7月27日 函館市消防本部主催　甲種防火管理再講習 佐々木 康人

8月22日 防火・防災研修会 荒木 孝平

8月22日
ランゲート株式会社主催
厚生労働省委託事業　介護労働者雇用管理責任者講習

佐々木 康人

8月24日
職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会主催
北海道委託事業　外国人介護人材受入研修

佐々木 康人

8月29日

道庁訪問
地域医療介護総合確保基金の北海道における具体的概要のヒアリング

厚生労働省委託「介護医療院開設移行等支援事業」
介護医療院開設に向けた研修会

佐々木 康人

9月13日
北海道医療勤務環境改善センター主催
医療機関関係者を対象とした労働法制　説明会

佐々木 康人

10月6日 医療労働・環境改善研究会主催　働き方改革とその実務対策 佐々木 康人

10月8日 北海道医師会主催　JMAT研修会（基礎編） 佐々木 康人

11月27日
働き方改革実務対応セミナー
「非正規雇用の処偶改善・長時間労働の是正と生産性向上」

平手 裕介

11月29日 第42回　安全運転セミナー 平手 裕介

11月29日 企業におけるイクメン・イクボス育成セミナー 福士 ゆかり

1月24日 株式会社近藤商会主催　危機管理セミナー 佐々木 康人

2月15日
総合メディカル株式主催　医療における「労務管理」に求められるもの

～「働き方改革」が及ぼす影響と対応～
佐々木 康人

2月16日

NPO法人北海道病院協会・全国本病院協会北海道支部主催

「警察庁OBが語る～患者・利用者はなぜ怒る～
クレーム・暴力の対応」

佐々木 康人

2月17日 北海道医師会主催　JMAT研修会（応用編） 佐々木 康人

2月19日
公益社団法人北海道産業廃棄物協会道南支部主催

道南支部地域別研修会
平手 裕介

2月26日 公益社団法人函館法人会主催　労働法の基礎と実務講座 佐々木 康人

3月14日 これから始めるストレスチェック後の職場環境改善研修会 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

5月22日 道南在宅ケア研究会　第46回定例会の参加 福澤 高廣  大中 圭一

6月28日
北海道病院協会主催　病院経営研修会

「本当のバランスト・スコアカード（BSC）」教えます！
福澤 高廣

8月29日
厚生労働省委託「介護医療院開設移行等支援事業」

介護医療院開設に向けた研修会
福澤 高廣

9月4日 北海道病院協会　研修企画分科会 福澤 高廣

9月13日 定着率を高める介護事業所実践セミナー 栗盛 貴也

11月14日
函館市・障がい者虐待防止講演会「福祉施設従事者に求められる

感情とは〜アンガ-マネジメントによる虐待防止・予防に向けて～」
福澤 高廣

12月1日
北海道看護協会主催

道南圏域訪問看護ステーション出向支援事業報告会
福澤 高廣

12月1日
大庚会グループ合同研修会　特別講習会

「医療機関及び高齢者施設における災害への準備と発災時の対応」
福澤 高廣

12月21日 北海道病院協会　研修企画分科会 福澤 高廣

12月21日 北海道病院協会主催「アンガ－マネジメント×メンタルヘルス研修会」 福澤 高廣

2月15日
総合メディカル株式主催　医療における「労務管理」に求められるもの

～「働き方改革」が及ぼす影響と対応～
福澤 高廣
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外部派遣・会議等参加実績

日　程 氏　　名

4月12日 笹谷 健一

4月16日 滝沢 礼子

4月19日 福澤 高廣

4月20日 滝沢 礼子

5月23日 滝沢 礼子

6月11日 北村 和宏

6月20日 笹谷 健一

6月21日 福澤 高廣

7月6日 福澤 高廣

7月6日 笹谷 健一

7月12日 滝沢 礼子

9月4日 福澤 高廣

10月6日 滝沢 礼子

11月7日 浅井 諒子

11月17日 野田 正貴

11月26日 酒谷 景介

12月21日 福澤 高廣

1月11日 滝沢 礼子

1月28日 福澤 高廣

2月5日 笹谷 健一

2月18日 間山 裕人

3月20日 滝沢 礼子

講習・会議名等

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　研修企画分科会
会報誌「ＨＯＫＰＩＴＡＬ」掲載用座談会

ALL北海道ネットワークシステム打ち合せ

シーエスアイ　ユーザーフォーラム役員会

札幌禎心会病院　徳田理事長訪問　北海道における導入検討について

北海道の自動車運転と移動手段を考える会

北海道医療健康保険組合　健康管理委員会常任委員会

北海道病院学会

第14回　MIRAIsユーザーフォーラム大会シンポジウム座長
　国際モダンホスピタルショウ見学（次期システム参考）

北海道病院協会　研修企画分科会

株式会社あんじゅう法人職員研修 「食事の仕組みと介助の基本」について

函館市地域リハビリテーション活動支援事業について

函館市地域リハビリテーション活動支援事業について

北海道病院協会　研修企画分科会

全日病ニュースインタビュー（シリーズIT利活用の取り組み）

北海道病院協会　研修企画分科会

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　研修企画分科会
第17回　北海道病院学会　事務局打合せ
北海道病院協会　研修企画分科会
第17回　北海道病院学会　事務局

日本看護協会通常総会 看護師職能委員会

シーエスアイ　ユーザーフォーラム役員会

医療介護連携電子カルテシステム打合せ
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講演・学会発表等実績

日　程 学会・研修名 演　　題 発表者・講師

生活行為申し送り表を活用し医療から
介護に継続した関わりが

可能であった1症例

回復期リハ病棟におけるICFを
活用した多職種連携の取り組み

遂行機能障害を呈する症例への

自動車運転再開に向けたOT介入

（発表）作業療法士

　　　　五十嵐 桃代

拒食症状に早期介入,ご家族の協力もあり

摂取量が向上した症例

（発表）作業療法士

　　　　川村 朋子

6月20日
第57回　日本生体医工学大会

シンポジウム
よりよい看護実践のための電子カルテの将来像

（講演）情報システム室室長

　　　　滝沢 礼子

6月28日 第68回　日本病院学会
ICFを用いた情報システム活用による

多職種連携再構築への取り組み

（発表）情報システム室室長

　　　　滝沢 礼子

情報システムツールを活用した
多職種連携への取り組み

（発表）情報システム室

　　　　佐藤 由加里

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）5階病棟 介護福祉士

　　　　川村 ひかる

介助方法に関する情報共有の効率化
（発表）言語聴覚士

　　　　玉木 晴香

7月21日
第22回　道南糖尿病教育・

看護研究会
外来糖尿病患者に対する透析予防指導としての

理学療法の関わり
（発表）理学療法士

　　　　熊谷 大嗣

10月3日
リハビリテーション・ケア

合同研究大会

当院におけるロイシン配合サプリメント

付加による効果について
～廃用症候群を対象に～

（発表）理学療法士

　　　　山川 慎司

11月10日 HAL研究会
外来維持期の症例に対する

アシスト調整に関する一考察について

（発表）理学療法士

　　　　堀本 瑞穂

12月7日
北海道言語聴覚士会

道南支部症例検討会

喉頭全摘出術後8年経過し、

飲み込みづらさを訴えた一例

（発表）言語聴覚室主任

　　　　間山 裕人

2月16日
函館市地域リハビリテーション

活動支援事業研修会
地域リハビリテーション活動体験報告

（発表）言語聴覚室室長

　　　　浅井 諒子

当院オリジナルICFシート並びに

予測FIM表を導入した結果について

（発表）4階病棟主任

　　　　金澤 絵里子

ICFの概念を取り入れ多職種連携の
強化を図った取り組み

（発表）

　地域包括ケア推進室長

　　　　野田 正貴

当院における予測FIMの正確性の確認

　 ～作成したFIM予測式との比較～

（発表）作業療法室主任

　　　　酒谷 景介

当院回復期脳血管疾患患者における
経口摂取移行の可否と経管栄養施行期間に

関連する因子の検討

（発表）言語聴覚士

　　　　玉木 晴香

（発表）

　地域包括ケア推進室長

　　　　野田 正貴

第49回　北海道作業療法学会6月9日

全国回復期リハビリテーション
病棟協会　第33回研究大会

2月21日

第17回　北海道病院学会7月6日
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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25日 認知症の対応と予防
言語聴覚室
言語聴覚士　森山 岳厳

5月30日 訪問介護でできるサービスとできないサービスについて　
訪問介護ステーション「元町」
介護福祉士　中村 美智子

6月2日 疥癬（ヒゼンダニ）について
検査科
技師長　中谷 智子

7月2日 不整脈ついて
外来
看護師　中野 絵里花

8月29日 小規模多機能ホームとは
一般社団法人元町会
小規模多機能ホーム「なでしこ」

施設長　宮﨑 幸

9月26日 知ってて安心介護保険
一般社団法人元町会
居宅介護支援事業所「なでしこ」

介護支援専門員　吉田 絵梨花

10月31日 セルフハンドマッサージについて
在宅復帰支援フロア
ふえあいルーム「すずらん」
介護福祉士　木村 恵理

11月28日 ノロウイルスについて
第4病棟
看護師　齊藤 有綺奈

12月26日 これもリハビリだったんだ
作業療法室
作業療法士　宮本 采佳

1月30日 インフルエンザについて
第3病棟
看護師　塚本 美穂

2月27日 認知症を学び地域で支えよう
第5病棟師長
師長　　二本柳 明美

3月27日 医療福祉相談・地域連携室をご存知ですか？
医療福祉相談・地域医連携室
室長　石井 義人

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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地域貢献活動

実施日 実施内容 詳細 依頼団体 講師

9月13日 ディスコ大会見学
介護予防運動の介入について
聞き取り

元町町会 福井　裕美　　成田　美香

9月14日 敬老演芸会
カラオケ・音楽療法・
手作りプレゼント配布

谷地頭町会 成田　美香　　福井　裕美

9月26日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

10月3日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

10月13日 呼吸健康教室 家族会&地域住民 病院主催

10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

10月21日 全市一斉クリーン作戦 ゴミ拾い 元町町会 患者サービス向上委員会

10月24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 元町町会文化祭 カラオケ・ダンス等 元町町会 成田　美香

10月31日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

11月7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14日 ロコモティブシンドローム 説明と予防体操 元町町会 三島　誠一　　中川　修

11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

12月5日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

12月19日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

1月9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13日 元町町会新年交流会
祝宴・余興参加
ダンス・カラオケ等

元町町会
成田　美香　　福井　裕美
木村　恵理

1月16日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

1月23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30日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

2月13日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

3月27日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

4月3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10日 介護予防運動 介護予防運動 元町町会 福井　裕美　　成田　美香

4月14日 全市一斉クリーン作戦 ゴミ拾い 元町町会 患者サービス向上委員会

4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

症例事例検討会

実施日 講座内容 講師

5月17日 退院調整に難渋した症例との関わり

リハビリテーション科
理学療法士　佐藤 将也

作業療法士　谷村 貴宏
言語聴覚士　植田 剛

7月19日 自宅退院が困難と予測された患者への退院支援の関わり
第3病棟

看護師　荒橋 公美

9月20日 PEGが抜けたら
医局

内科医長　阿部 一郎

11月15日 高次脳機能障害を有する患者の退院支援・就職支援
第4病棟
看護師　岡村 美子

1月17日 認知症がある経管栄養患者の食事支援と排泄支援
第5病棟
看護師　池田 敏弘

3月20日 航空機移動を体験した呼吸器不全の一例
医局

内科医長　吉田 史彰
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第39回　高橋病院グループ研究発表会

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：『質の向上』

キーワード：連携・顧客満足・自己啓発

審　査　員：9名

参加者合計：165名

発表順 演　題 発表部署 演　者

1
病棟看護師における退院支援の役割

～不安のない退院に向けての多職種との連携～
病院第3病棟 荒橋　公美

2
排泄ケアを通して

～オムツ交換から、トイレ誘導へ移行しＱＯＬ向上を目指す～
病院第5病棟 品川　有貴

3
楽しく安心できる環境作りを目指して

～写真から見える生活模様～
ＧＨなでしこ 開沼　京子

4
回復期リハビリ病棟における看護師・ケアワーカー

の連携強化を目指して
病院第4病棟 川中　美津子

5 楽しんでいますか？～余暇活動での取り組みパートⅡ～ ゆとりろデイケア 藤谷　和幸

6 ご利用者に喜ばれる食事とは～満足度向上を目指して～ ゆとりろ栄養 高橋　鈴香

7
在宅強化型老健を目指して

～職員へのアンケート調査から見えた課題と今後の展望～
ゆとりろ事務 三輪　和幸

8
グループホーム買い物業務見直しを行って

～利用者の笑顔のために～
ＧＨ秋桜 上戸　朋美

9 当院における認知症短期集中リハビリテーションの実績報告 ゆとりろリハビリ 坂田　宏子

10 検査待ち時間ゼロを目指して 病院放射線科 辻　敏文

日　　　時：平成30年10月27日（土）午後1時30分～

【成績上位演題】

最優秀賞
回復期リハビリ病棟における看護師・ケアワーカー

の連携強化を目指して
病院第4病棟

優秀賞 検査待ち時間ゼロを目指して 病院放射線科

優良賞
在宅強化型老健を目指して

～職員へのアンケート調査から見えた課題と今後の展望～
ゆとりろ事務


