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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
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

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

保険局　レセプト情報等の提供に関する有識者会議構成員ならびに審査分科会委員

老健局　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ならびに審査分科会委員

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

政策統括官　健康・医療・介護情報利活用検討会構成員

医政局　医療等情報利活用ワーキンググループオブザーバー

PRISM「健康・医療・介護分野の分野横断的なデータ収集・利活用・解析基盤の構築による介護予防に
資するAI等開発についての研究」委員

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

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　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

内閣官房

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

6月8日
横浜市

日本医療社会福祉協会2019年度全国大会IN神奈川

地域をつなげるACPの確立

－患者を中心とした情報共有のあり方を考える－

（講演）理事長

　　　　高橋　肇

7月18日
札幌市

phase 3 日本医療企画札幌講演

IoT化が進むこれからの病院経営のために

－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

7月6日
金沢市

第５回石川県医療情報セミナー

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

11月23日

札幌市

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

【執筆】

主　　　題

かわらばん+１　No.4　2019.5.1 川原経営グループ 「病院における看取りへの対応：アドバンス・ケア・プランニングへの取り組み」

メディカルページ函館　2019年夏号 アド・ネット 特集「病院の移転新築予定の高橋病院。医療と介護で更なる地域貢献」

北海道医療新聞　ZOOM UP 2019.6.14 北海道医療新聞社 「初のサテライト開院」

老健　2019年Vol.30 No.3 全国老人保健施設協会 巻頭言「利用者の思いを“地域”でつなぐACP（人生会議）」

北海道医療新聞Hospital＆Clinic 2019.10.4 北海道医療新聞社 「回復期リハ病棟で多職種連携」

介護ビジネスの動向とカラクリがよくわかる本 川原経営総合センター 「医療機関における看取りへの対応　ACPへの取り組み」

メディカルはこだて　Vol.72　2019 December メディカルはこだて社 特集「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）」

ケアマネジメント実践事例集 第一法規 「ICTを活用した多職種連携によるケアマネジメントの質向上をめざして」

書　　　籍
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院内学習会実績

日程 学習会名 講師 主催

5月13日
医療安全統計報告
（7/13～17）

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18日
手指衛生の重要性と実践
（5/18～21）

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27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28日 心電計の取り扱い方について フクダ電子株式会社　様 救急対応委員会

7月24日 食中毒について 栄養管理室主任　　　川口 多樹子 院内感染防止対策チーム

7月29日 接遇について
第３病棟看護助手　　和田 恵利
第４病棟看護助手　　奥山 英美

教育委員会　

8月29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

9月20日
アンケートに基づいた
手指衛生の重要性と実践

医長　　　　　　　　吉田 史彰 院内感染防止対策チーム

10月11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

10月16日 診療報酬について：入院編 医事課長　　　　　　朴田 誠 教育委員会　

10月18日
インフルエンザ・ノロウィルス
感染対策について

薬局長　　　　　　　大槻 良英 院内感染防止対策チーム

10月24日 診療報酬について：外来編 医事課長　　　　　　朴田 誠 教育委員会　

10月29日 介護報酬について 医事課長　　　　　　朴田 誠 教育委員会　

10月31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

11月11日 医療ガス講習会 函館酸素株式会社　様 医療安全対策管理委員会

11月25日
確認する文化を高めよう
（11/25～29）

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28日 新型タバコと健康 医長　　　　　　　　吉田 史彰 教育委員会　

12月11日 注射剤の安全について 副薬局長　　　　　　久保田 泰永 医療安全対策管理委員会

12月12日 吐物処理について 言語聴覚室室長　　　浅井 涼子 院内感染防止対策チーム

2月28日
医療安全研修会
リハビリ訓練中の事例

理学療法室主任　　　中川 修 医療安全対策管理委員会

2月29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18日 ACLSのデモンストレーション

医師　　　　　　　　熊坂 隆一郎
第３病棟　　　　　　松石 めぐみ
第３病棟　　　　　　西村 里沙
第４病棟主任　　　　金澤 絵里子
第４病棟　　　　　　小池田 美絵

救急対応委員会

3月26日 倫理について
医療福祉相談・地域連携室
入退院支援室　室長　石井 義人
第３病棟主任　　　　塚本 美穂

倫理委員会
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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10日 日本呼吸器学会学術講演会　生涯教育講演会 若林 修

4月27日 第116回　日本内科学会総会・講演会参加　第30回日本医学会総会参加 熊坂 隆一郎

5月10日 第92回　日本整形外科学会学術総会 齊鹿 稔

5月16日 第39回　日本脳神経外科コングレス総会 本橋 蔵

5月22日 第92回　日本産業衛生学会　参加 阿部 一郎

6月8日 米国内科学会　日本支部年次総会・講演会2019　参加 熊坂 隆一郎

6月29日 嚥下機能評価研修会　受講 阿部 一郎

7月2日 第42回　呼吸器内視鏡学会　第31回　気管支鏡セミナー　参加 若林 修

7月10日 社会保険医療担当者指導講習会 白石 巖

8月29日 第26回　日本産業精神保健学会　参加 阿部 一郎

9月21日 北海道回復期リハ病棟協会研修会 志田 晃

9月28日 第16回　青森臨床糖尿病研究会　および幹事会に出席 筒井 理裕

10月9日 日本脳神経外科学会総会　参加 本橋 蔵

10月11日 2019年度「医療安全管理者養成講習会」第1クール受講 熊坂 隆一郎

10月15日 第68回　日本感染症学会東日本地方会学術集会　他 吉田 史彰

10月25日 第41回　日本臨床栄養学会に出席 筒井 理裕

11月2日 第13回　日本禁煙学会学術総会 吉田 史彰

11月10日 第29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22日 2019年度「医療安全管理者養成講習会」第２クール受講 熊坂 隆一郎

1月10日 2019年度「医療安全管理者養成講習会」第３クール受講 熊坂 隆一郎

1月23日 第23回　日本病態栄養学会、その評議委員会に出席 筒井 理裕

2月6日 2019年度「医療安全管理者養成講習会」第４クール受講 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6日 排便コントロールin函館
島本 教子　　　佐藤 未来
加藤 智子　　　汐谷 あずさ

武田 小枝

4月13日 ACPを考える 福島 一也

4月18日 2019年度　日本病態栄養学会認定NST研修 福島 一也

5月11日 看護の日記念イベント

二ッ森 真奈美　猪野越 健一

海藤 恵　　　　塚本 美穂
尾関 訓子　　　石丸 真寿美

水野 夏実　　　大内 舞
金澤 絵里子　　池田 拳人

熊木 理美　　　二本柳 明美
花田 みゆき　　加藤 智子

伊藤 翔子

5月17日
新人職員研修

～社会人として求められる立ち居振る舞いやマナーの基本を理解～
大石 政仁

5月22日 職場で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～ 海藤 恵

5月24日 第28階日本創傷・オストミー 失禁管理学会学術集会 福島 一也

5月25日
大浦先生特別セミナー

肌トラブル予防を考えたオムツ交換回数削減ケアで現場の生産性向上を目指す
大内 舞　　　　冨田 恭代

5月27日
新入社員から中堅社員までビジネスコミュニケーションが格段にアップ

～電話/接遇対応・話し方講座の信頼されるビジネスマナー～
和田 恵利　　　奥山 英美

6月1日 第７回北海道南ブロック　在宅褥瘡セミナー
金澤 絵里子　　渡部 道恵
小田 美香　　　工藤 亜紀

6月6日 日本看護協会　通常総会・全国職能集会参加
北村 和宏　　　二ッ森 真奈美
二本柳 明美

6月7日 退院支援の基礎知識研修会
金澤 絵里子　　小池田 美絵
渡部 道恵

6月7日 退院支援の基礎知識研修会。　退院支援、調整に必要な知識を学ぶ。 塚本 美穂　　　渡部 道恵

6月8日
１糖尿病性腎症について　２糖尿病性腎症を合併された患者様への関わり

３糖尿病性腎症の重症化予防へのアプローチ
紺田 葉月

6月8日 第29回　道南糖尿病療養指導士の会　看護症例検討会 坂井 佑衣　　　大内 舞

6月12日 認知症ケア　対象者を深く理解するために 冨田 恭代

6月29日 19重症度、医療・看護必要度評価者　院内指導者研修
山村 秀美　　　西島 宏美
岸本 展宜

6月29日 メンタルヘルスの方法を学ぶ 品川 有貴　　　濱塚 菜乃

6月29日 日本病態栄養学会NSTセミナー 福島 一也

6月30日 重症度、医療、看護必要度評価者　院内指導者研修 塚本 美穂

7月6日 多様な性と向き合う～LGBTを学ぼう～ 海藤 恵　　　　今 千代美

7月6日 第９回　道南ブロック研修会（ICNJ）
金澤 絵里子　　加藤 智子
中野 江梨子

7月6日 第23回　道南糖尿病教育・看護研究会～令和元年度プログラム
大内 舞　　　　三浦 絵里
佐々木 幸子

可香 久美

7月6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12日 看護論理～看護で大切なことは何か～ 大島 慈代　　　鳴海 早苗

7月19日
2019年度　第31回　北海道輸血シンポジウム「次世代の輸血・細胞治療と安全

対策」
猪野越 健一

7月20日 2019年度　病院看護師のための認知症対応力向上研修会 塚本 美穂　　　山村 秀美

7月25日 現場で活かせる感染管理 海藤 恵　　　　金澤 絵里子

8月1日 看護管理のはじめの一歩研修会 伊藤 翔子　　　金澤 絵里子

8月9日 看護実践に活かすフィジカルアセスメント研修会 熊木 理美　

8月15日 その日らしい最後を迎えるための研修会 荒橋 公美　　　佐々木 幸子
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【看護部】
8月22日 アンガーマネジメント研修 加藤 智子

9月6日 第10回日本フットケア学会、フットケア指導士認定研修の参加 福島 一也

9月7日 看護管理者懇親会 塚本 美穂　　　金澤 絵里子

9月14日 輸血療法について学ぼう
水野 夏実　　　尾関 訓子
熊木 理美　　　池田 拳人
石丸 真寿美

9月15日 その人らしい最期を迎えるために（函館会場）研修会 佐々木 幸子

9月16日 北海道高齢者虐待防止推進研修会 二本柳 明美　　川村 ひかる

9月28日 足潰瘍の治療方法やフットケア方法など 紺田 葉月

9月28日 救急看護～急変場面における気づきからのアプローチ～ 三浦 絵里　　　益子 廉史

10月2日 令和元年度認知症介護実践者研修 汐谷 あずさ　　石亀 遥

10月5日 退院支援に関する交流会　～入退院支援の取り組み～ 海藤 恵　　　　金澤 絵里子

10月19日 看護職にストレスマネジメント
鈴木 舞　　　　紺田 葉月
三浦 絵里

10月19日 床ずれ対策セミナー 大内 舞　　　　山口 里子

10月21日 北海道高齢者虐待防止推進研修会 吉田 春樹　　　山上 麻実

10月26日 地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修会
塚本 美穂　　　花田 みゆき
西島 宏美

11月6日 認知症介護実践者研修　他施設実習 汐谷 あずさ

11月8日 認定看護管理者　北海道・東北ブロック研修会 北村 和宏

11月8日 認知症介護実践者研修　他施設実習 石亀 遥

11月9日 終末期ケア研修会 鳴海 早苗　　　山本 健二

11月15日 第50回北海道中材業務研究会 猪野越 健一

11月15日 令和元年函館市高齢者・障がい者虐待防止講演会 矢野 奈緒美

11月16日
救急看護の実際を学ぶことにより、看護の質の向上を図り実践に活かす
ことができる

山川 愛矢香　　坂井 佑衣

11月20日 施設間交流研修 山口 里子

11月27日 施設間交流研修 三浦 絵里

12月7日 住民フォーラム
北村 和宏　　　熊木 理美
池田 拳人

12月11日 認定調査員研修 小林 祐子

12月16日 認知症介護実践者研修 汐谷 あずさ　　石亀 遥

1月10日 医療安全管理者養成講習会　 北村 和宏

1月21日 感染制御講習会 花田 みゆき
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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26日
北海道言語聴覚士会主催　2019年度　第１回講演会（高次脳機能障害分野）

「会話による高次脳機能障害の評価とアプローチ：CBAを用いて」
近藤 菜保子

7月6日 第18回　北海道病院学会 久保 貴裕

7月27日 リハ栄養フォーラム2019in札幌 浅井 諒子

8月17日 PT・OT・STのための呼吸・循環器リハビリテーションセミナー 亀谷 祐生

9月5日 第53回　日本作業療法学会　 千田 芳明

10月11日 2019年度　医療安全管理者養成講習会（第１クール） 中川 修

10月25日 札幌医療リハビリ専門学校　日本動きの学習協会（JMA） 谷村 貴宏

11月16日
アクティビティインストラクター資格認定セミナー
東北アクティビティ・ケアフォーラムin盛岡

山内 彩芳

11月21日 2019年度　医療安全管理者養成講習会（第２クール） 中川 修

11月28日 第43回　日本高次脳機能障害学術総会 浅井 諒子

柳田 佳奈

白井 佑里恵

三瓶 龍太

大山 峻佑

中井 拓哉

1月10日 2019年度　医療安全管理者養成講習会（第３クール） 中川 修

2月6日 2019年度　医療安全管理者養成講習会（第４クール） 中川 修

2月21日 第８回　日本脳神経HAL研究会 三島 誠一

12月21日 2019年度　厚生労働省指定　臨床実習指導者講習会

【栄養管理室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

6月29日 日本病態栄養学会　NSTセミナー 辻 有美

1月22日 2019年度　教育セミナー 丸山 祥子

1月22日 2019年度　NSTセミナー 田爪 奈月

【薬局】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

5月18日 第66回　北海道薬学大会 久保田 泰永

8月2日 平成31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

11月1日 第29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

7月19日
2019年度　第31回　北海道輸血シンポジウム
「次世代の輸血・細胞治療と安全対策」

松本 洋宜

8月27日 カスタマトレーニング　AUシリーズ　AU480アドバンス 中谷 智子

【システム室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

2月22日 生涯教育セミナー（中級） 森 智美

【訪問診療室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

7月14日 第1回　日本在宅医療連合学会大会参加 山田 佳世

11月9日 終末期ケア研修 山田 佳世

11月23日 在宅医療推進に係る医師等向け研修会 山田 佳世
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【地域包括ケア推進室】
日　程 学会・研修名 参加者氏名

1月25日 地域包括ケアシステムにおける介護予防アドバイザー養成研修会 野田 正貴

【湯の川クリニック】
7月10日 社会保険医療担当者指導講習会（新規指定時集団指導）「医科」 松本 緑

【医療福祉相談・地域連携室】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

6月22日
第62回北海道ソーシャルワーク学会
～医療ソーシャルワーカーの実践を社会に示すために我々がなすべきこと～

織田 耕太郎

【医事課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

9月13日
データ提出加算算定病院のためのセミナー正しいデータ提出を行うために
～エラー解析・処理方法のノウハウ〜

朴田 誠

9月18日 労災診療費算定実務研修会 山岸 久記

12月25日 再検証が必要とされた公立・公的医療機関の対応策を考える 朴田 誠

【総務管理課】

日　程 学会・研修名 参加者氏名

4月17日
大和ハウス工業株式会社　北海道支部建築事業部主催

医療・介護セミナー（建替えまでの道のりと事業計画策定のポイント）
佐々木 康人

4月24日 新人採用者防火・防災研修会 後藤 佑介

5月29日 平成31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 平手 裕介

5月29日 平成31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 三浦 忠

6月1日 医療労働・環境改善研究会　働き方改革法施行後の諸課題と実務対応策 佐々木 康人

6月1日 医療労働・環境改善研究会　働き方改革法施行後の諸課題と実務対応策 平手 裕介

6月14日 三井住友海上　主催　労災事故防止セミナー 佐々木 康人

6月25日 函館消防安全協会主催　危険物取扱責任者　法定保安講習 佐々木 康人

7月5日 第18回　北海道病院学会　参加 平手 裕介

7月9日
渡島総合振興局　医療期間関係者を対象とした働き方改革連法等に関するセミ

ナー
佐々木 康人

8月24日 医療労働・環境改善研修会主催　働き方改革法緊急課題と実務対応策 佐々木 康人

9月4日 大鎌電気株式会社　省エネ事例＆最新補助金大公開セミナー 平手 裕介

9月25日 CE（コールドエバポレーター）受入側保安責任者講習 後藤 佑介

10月11日 医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習 後藤 佑介

10月23日 外国人介護人材受入研修 佐々木 康人

11月12日
災害対応時にリーダーシップをとれる事業所職員の育成

大雨に関する防災気象情報について
平手 裕介

11月14日 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者講習 平手 裕介

11月26日 働き方・休み方改革シンポジウム出席 佐々木 康人

2月19日 産業廃棄物地域別研修会　参加 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

7月26日 採用定着につながる新処遇改善加算の対応実務 福澤 高廣

9月11日
雇用トラブル対策講座
～中小企業におけるパワハラ・セクハラ事例及び対策～

福澤 高廣

9月22日 改革待ったなし！今からできる病院マネジメント 福澤 高廣

10月8日 社員の休業・休職・退職を巡るルールとトラブル防止実務対策講座 荒木 孝平

11月13日 職場のハラスメント（セクハラ・パワハラ等）対策セミナー 荒木 孝平

12月11日 医業未収金対応セミナー　R２.４民法改正施行対応セミナー 福澤 高廣

2月21日 患者満足度・職員やりがい度活用支援セミナー（Ｗｅｂ配信） 荒木 孝平
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外部派遣・会議等参加実績

日　程 氏　　名

4月6日 滝沢 礼子

4月11日 笹谷 健一

6月5日 酒谷 景介

6月8日 野田 正貴

6月25日 福澤 高廣

7月5日 福澤 高廣

7月5日 笹谷 健一

7月5日 滝沢 礼子

7月12日 笹谷 健一

7月18日 滝沢 礼子

7月30日 福澤 高廣

8月1日 滝沢 礼子

8月9日 北村 和宏

9月13日 福澤 高廣

9月17日 滝沢 礼子

9月20日 中井 拓哉

10月17日 滝沢 礼子

10月30日 笹谷 健一

11月29日 福澤 高廣

11月20日 酒谷 景介

11月23日 三島 誠一

11月24日 浅井 諒子

12月6日 酒谷 景介

1月16日 酒谷 景介

1月16日 滝沢 礼子

1月24日 北村 和宏

1月28日 笹谷 健一

2月6日 滝沢 礼子

2月15日 滝沢 礼子

シーエスアイユーザーフォーラム役員会　出席

医療介護連携電子カルテ開発　打合せ

シーエスアイユーザフォーラム役員会　出席

北海道病院協会　研修企画分科会　令和元年度〜研修企画打ち合わせ

第15回　MIRAIsユーザフォーラム大会　出席

北海道健康保険組合常任委員会出席のため

北海道看護協会　支部長会議出席

北海道病院協会　研修委員会研修企画分科会打合せ

事務長会病院視察（元気会　横浜病院）

オンライン資格確認等システムの導入に関する医療機関
薬局システムベンダー向け説明会

今後の医療情報システムについて打合せ
（CSI代表取締役社長、内閣統合イノベーション戦略推薦会議）

北海道病院協会　研修企画分科会　令和元年度〜新規研修企画打合せ

北海道看護協会　支部長会議出席

医療介護連携電子カルテシステム　打ち合わせ

函館市地域リハビリテーション活動支援事業

函館市地域リハビリテーション活動支援事業

函館市地域リハビリテーション活動支援事業

知内町地域リハビリテーション活動支援事業

北海道ロボットスーツHAL研究会・世話人会参加

第50回　北海道作業療法学会学術学会演題審査員

北海道医療健康保険組合　健康管理委員会出席のため

講習・会議名等

シーエスアイ　ユーザーフォーラム役員会　出席

北海道医療健康保険組合　健康管理委員会常任委員会出席

第５回　石川県医療情報セミナー

北海道病院学会に出席

第18回　北海道病院学会（事務局）
（北海道病院協会　研修企画分科会）

北海道病院協会　研修企画分科会
第18回　北海道病院学会事務局打合せ

函館市地域リハビリテーション活動支援事業

函館市地域リハビリテーション活動支援事業
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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・座長

5月18日
北海道言語聴覚士会道南支部
2019年度　第1回研修会

地域におけるSTの役割
（発表）言語聴覚室

 　室長　浅井 諒子

6月8日
第50回
北海道作業療法学会学術大会

「一般演題」座長
（座長）地域包括ケア推進室

　 室長　野田 正貴
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〜

（発表）第5病棟

　　　　石亀 遥
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

（発表）第4病棟

　　　　山村 秀美

検査待ち時間ゼロを目指して
（発表）放射線科

　 技師長 辻 敏文

「一般演題」座長
（座長）看護部

　 部長 　北村 和宏

「指定演題」座長
（座長）
　法人業務管理室・質向上推進室

　 室長　 福澤 高廣

7月6日 第18回　北海道病院学会
当院の地域包括ケア病床退院患者の特徴と
退院支援に関する考察

（発表）理学療法室

 　　 　加藤 哲成

7月31日 日本病院学会 「一般演題」座長
（座長）看護部

　 部長 　北村 和宏
回復期病棟での多職種連携により認知症の周辺
症状に改善か認められた一症例

（発表）作業療法士

 　　 　橋本 未来
医療介護連携を法人内でシームレスに
行うための取り組みと成果

（発表）地域包括ケア推進室
　 室長　野田 正貴

10月21日 腰痛予防

11月5日 褥瘡について

12月10日 口腔体操、歯磨き指導

12月17日 今ある健康と元気を保つために

両下肢不全麻痺に対する
ロボットスーツHALの効果の検討

（発表）理学療法室

 　　 　黒瀧 彩子

第11胸髄不全損傷を呈した症例に対するHAL
（FL-05)治療の効果と課題-感度レベルと
トルク・バランスチューナ調整を経て-

（発表）理学療法室

 　　 　大江 諒

（講師）地域包括ケア推進

  室長　野田 正貴

7月5日 第18回　北海道病院学会

2月22日 第８回　日本脳神経HAL研究会

9月6日 第53回　日本作業療法学会

地域リハビリテーション事業
銭亀町会

他法人職員研修会　
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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24日 糖尿病と食事バランスについて ～嗜好品の糖質量を知ろう～
栄養管理室
管理栄養士　　　辻　有美

5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～
作業療法室
作業療法士　　　神子澤　亮介

6月26日 糖尿病とお薬の話
薬局
薬剤師　　　　　久保田　泰永

7月31日 胸やけを感じたら ～逆流性食道炎について～
外来
看護師　　　　　横須賀　潤美

8月28日 年齢に負けない体作り
理学療法室
理学療法士　　　中川　修

9月25日 安全・楽しい食事のために ～嚥下障害を予防するためには～
言語聴覚室
言語聴覚士　　　近藤　菜保子

10月30日 早めの対策でインフルエンザから身を守ろう
第４病棟
看護師　　　　　坂井　佑衣

11月27日
自分らしく暮らすために上手に

～介護保険サービスを利用してみませんか～
居宅介護支援事業所元町
介護支援専門員　池田　紀代美

12月25日 ノロウィルスについて
第３病棟
看護師　　　　　玉川　有貴

1月29日 訪問リハビリテーションってどんなことをするの
訪問リハビリテーション
作業療法士　　　安田　真悟

2月26日 医療福祉相談・地域連携室をご存じですか？
医療福祉相談室・地域連携室
社会福祉士　　　石井　義人

3月25日 頭を鍛えて10歳若返りませんか？
第５病棟
看護師　　　　　鳴海　早苗

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

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

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

5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

5月15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

5月22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29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

6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

6月12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

6月14日 出張講座 姿勢を見直そう 谷地頭町会 金澤　絵里子 成田　美香

6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

7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

7月10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12日 出張講座 尿漏れにさようなら 谷地頭町会 福島　一也 成田　美香

7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

7月19日 出張講座 手芸教室 湯川三丁目町会 成田　美香 矢野奈緒美

7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

7月28日 協力施設行事参加 夏祭り（演芸） あんじゅう七重浜 成田　美香

7月31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

8月7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

8月9日 行事参加 夏祭り（カラオケ） 元町町会 成田　美香

8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

8月23日 出張講座 高齢者の睡眠について 谷地頭町会 吉田  春樹 成田　美香

8月28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

9月4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11日 レクリエーション ディスコ大会 元町町会 福井　裕美 成田　美香

9月12日 レクリエーション 敬老会でカラオケ等 元町町会 成田　美香

9月13日 出張講座 検査でわかる動脈硬化 谷地頭町会 中谷  智子 成田　美香

9月14日 協力施設行事参加 敬老会 白ゆり乃木 成田　美香

9月16日 協力施設行事参加 敬老会 そんぽの家s 成田　美香

9月18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25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2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9日 介護予防運動 体力測定 元町町会 木村　恵理 成田　美香

10月11日 出張講座 手芸教室 谷地頭町会 成田　美香

10月18日 出張講座 手芸教室 湯川三丁目町会 成田　美香 矢野  奈緒美

10月20日 全市一斉クリーン作戦 ゴミ拾い 元町町会

10月21日 出張講座 腰痛予防 他法人 野田　正貴 木村　恵理

10月23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

10月26日 レクリエーション 元町町会交流文化会 元町町会 成田　美香

10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

11月6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8日 出張講座 セルフハンドマッサージ 谷地頭町会 木村　恵理 成田　美香

11月15日 出張講座 褥瘡について 他法人 福島　一也

11月20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22日 出張講座 手芸教室 元町町会 成田　美香

11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

11月28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4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13日 地域リハビリテーション事業 口腔体操、歯磨き指導など 銭亀町会 野澤　美希

12月11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13日 出張講座 講義・ロコモ体操 谷地頭町会 中川　修 成田　美香

講師
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12月13日 地域リハビリテーション事業 今ある健康と元気を保つために 銭亀町会 中井　拓哉

12月20日 手芸教室 フェルトで作るバラリース 湯川三丁目町会 成田　美香 木下　章子

12月24日 協力施設行事参加 敬老会 グループホームそよかぜ 成田　美香

12月25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28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6日 協力施設行事参加 新年お楽しみ会 複合施設てらす 成田　美香

1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

1月15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22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24日 協力施設行事参加 新年お楽しみ会 白ゆり乃木 成田　美香

1月29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5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

2月9日 餅つき、豆まき会 函館市活性化プロジェクト 元町町会 成田　美香 他２名

2月12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14日 出張講座 夏より危険！冬の脱水症状 谷地頭町会 二本柳　明美 成田　美香

2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

2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

3月4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

3月11日 出張講座 手作りマスク 元町町会 成田　美香

3月18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25日 出張講座 牛乳パックで作る状差し 元町町会 成田　美香

症例事例検討会

実施日 講座内容 講師

5月16日 ADL低下に伴うサービス提供の見直し

外来

看護師　　　佐々木 亜希子

看護師　　　可香 久美

7月18日 訪問リハビリについて
訪問リハビリステーション

理学療法士　松田 泰樹

9月19日 新しい糖尿病治療薬による糖尿病治療
医長

内科医長　　手塚 裕章

11月21日 社会復帰に向け自動車運転再開を目指した症例
言語聴覚室

言語聴覚士　尾崎 かおり

1月16日 自宅退院を可能にするための患者・家族支援について
第３病棟
看護師　　　山川 愛矢香

3月19日
多職種連携にて終末期まで在宅生活を送ることが

できた超高齢心不全、呼吸不全の一例

医長

内科医長　　熊坂 隆一郎



 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第40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：『業務の効率化』

キーワード：働き方、情報共有、時間の有効活用

審　査　員：９名

参加者合計：165名

発表順 演　題 発表部署 演　者

1 検査の効率化と増収 検査 中谷 智子

2
３階病棟看護師における退院支援の現状と今後
～退院支援に対する３階病棟看護師の意識向上を目指して～

第３病棟 小川 峰子

3
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～

第５病棟 工藤 亜紀

4 物品購入の一元化 事務 後藤 佑介

5 書式見直しによる時間の有効活用 訪問介護 山崎 道代

6
実践ユマニチュード
〜認知症ケアに奇跡・革命をもたらす魔法の技術〜

DS谷地頭 高橋 広明

7
見守り浴導入に向けた取り組み
～しているADLアップに伴う業務負担の変化～

リハビリ 小笠原 睦美

8 排泄支援加算導入に伴いADL維持・向上に向けた取り組み ゆとりろ 太田 亜矢

日　　　時：令和元年10月５日（土）午後1時30分～

【特別記念講演】　社労士事務所みなとコンサルティング  　池内 美佐子　先生
医療・介護現場におけるハラスメント対策

【成績上位演題】

最優秀賞 物品購入の一元化 高橋病院　事務

優秀賞
見守り浴導入に向けた取り組み

～しているADLアップに伴う業務負担の変化〜
高橋病院　リハビリ

優良賞
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～
高橋病院　第５病棟


