
職員研修及び会議 

１．施設内研修会 

①職員全体研修会 

月 日 議   題 研修参加者 

１０月２５日・２６日 上半期の法人の運営状況と下期の運営等について、認知症とは、認知症の方への接し方 １５１名 

３月１５日・１６日 
平成２９年度下期法人運営状況と規程の変更について 平成３０年度 事業計画について  

介護職員処遇改善加算における一時金の支給と平成３０年度の改善計画について 他 
１４４名 

 

②新入職員研修会 

月 日 議   題 研修参加者 

７月５日・６日 
法人沿革・理念・コンプライアンス、法人諸規定、マナー接遇、介護保険制度、虐待と権利擁護、

メンタルヘルス、ケアプラン、介護技術、感染症、口腔ケア 等 
９名 

 

③業務課 会議 

ユニット会議 

月 日 議   題 

４月２６日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

５月２９日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

６月２７日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

７月２７日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

８月２９日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

９月２６日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

１０月２７日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

１１月３０日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

１２月２１日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

１月２５日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

２月２１日 利用者の状態把握とケアの対応、検討、変更に等ついて 

 

④デイサービスセンター生活相談員合同会議 

月 日 議   題 

６月１４日 総合事業 事業対象者の事務処理について、デイサービスの仕事の分担について、あいむ・呼人双方の現在の問題点について 

１０月１２日 合同クリスマス会の開催提案など、あいむ・呼人双方のデイサービスにおける現在の問題点について情報共有 

１２月１１日 合同クリスマス会最終打ち合わせ、現状の課題など 

１月２２日 合同クリスマス会の反省、来年度の口腔体操の提案 

 

⑤網走レインボーハイツ デイサービスセンター会議 

月 日 議   題 

４月２０日 利用者対応、苦情・要望などについて、生きがいデイサービス利用者の総合事業への変更、送迎時の桜花見物など 

５月１８日 利用者対応、苦情・要望などについて、食事伝票の記載方法について（大盛・小盛の記載など）、ボイラー点検 

６月２１日 利用者対応、苦情・要望などについて、ボイラー点検時の車両配置、行き先など、七夕飾りの計画 

７月１９日 利用者対応、苦情・要望などについて、買物外出、新規利用者について 

８月２３日 利用者対応、苦情・要望などについて、ボウリングレクについて、ソファからの転落事故について今後の対策と検討 

９月２０日 
利用者対応、苦情・要望などについて、大曲園地のひまわり見学について、立ち上がり時転倒の事故対策、 

送迎車両の座席へ対する要望への検討・対策 

１０月１８日 利用者対応、苦情・要望などについて、利用者１００歳の誕生会開催について 

１１月２２日 利用者対応、苦情・要望などについて、クリスマス会の企画 

１２月１３日 利用者対応、苦情・要望などについて、クリスマス会の準備、役割分担など 

１月１７日 
利用者対応、苦情・要望などについて、キザミ食の対応や除去食材の対応、クリスマス会の反省、節分イベント企画 

利用者の眼鏡紛失への対応と今後の対策 



２月２１日 
利用者対応、苦情・要望などについて、食事伝票の記載の見直し、個人所有物の管理方法、委員会報告、ひな祭りイベン

ト、避難訓練の役割分担 

３月２１日 
利用者対応、苦情・要望などについて、インフルエンザ対策、避難訓練の反省点、来年度のレク担当について、 

口腔体操の開始について 

 

⑥あいむデイサービスセンター会議 

月 日 議   題 

４月２０日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、ごみの分別について 

５月１３日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、外出支援の注意 

６月１０日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、外出支援の注意 

７月 ８日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、夏の注意（熱中症、脱水等） 

８月１９日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、運転の注意 

９月 ９日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、利用者への接し方について 

１０月１４日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、年末クリスマスパーティーについて 

１１月１１日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、利用者への接し方について、目配りについて 

１２月１６日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、年末クリスマスパーティーについて 

１月１３日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、冬季間の活動について 

２月１７日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、インフルエンザについて 

３月１０日 管理者会議、各委員会担当からの報告、利用者のケアの確認、実施状況、全体研修に関して 

 

 ⑦大曲レインボーハイツ 会議 

１）職員全体会議、勉強会 

月 日 議   題 

４月１４日 平成２９年度 事業計画、施設方針 

１０月２１日、３１日 小規模多機能外部評価勉強会 

３月２１日、２７日 褥瘡、体位交換勉強会 

２）リーダー会議 

月 日 議   題 

４月１２日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

５月 ９日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

６月 ６日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

７月１０日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

８月１８日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

１１月１５日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

１２月２０日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

１月１９日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

２月 ９日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

３月１１日 各ユニットケアの確認、連絡事項、施設方針 

３）ユニット会議 

月 日 議   題 

５月２３日・２１日 ケア検討・確認、連絡事項 

６月２７日・３０日 ケア検討・確認・連絡事項 

７月２３日・２８日 ケア検討・確認・連絡事項 

８月２１日・２４日 ケア検討・確認・連絡事項 

９月    ２１日 ケア検討・確認・連絡事項 

１０月    １８日 ケア検討・確認・連絡事項 

１１月２７日・３０日 ケア検討・確認・連絡事項 

１２月２１日・２８日 ケア検討・確認・連絡事項 

１月１５日・２５日 ケア検討・確認・連絡事項 



２月２１日・２６日 ケア検討・確認、連絡事項 

３月１９日・２９日 ケア検討・確認・連絡事項 

４）小規模多機能会議 

月 日 議   題 

５月２１日 小規模利用状況、ケア検討 

６月２１日 小規模利用状況、ケア検討 

７月２７日 小規模利用状況、ケア検討 

８月２５日 小規模利用状況、ケア検討 

９月２６日 小規模利用状況、ケア検討 

１０月１６日 小規模利用状況、ケア検討 

１１月２１日 小規模利用状況、ケア検討 

１月１０日 小規模利用状況、ケア検討 

２月１０日 小規模利用状況、ケア検討 

３月１５日 小規模利用状況、ケア検討 

５）運営推進会議 

月 日 議   題 会議参加者 

５月３０日 第１回 運営推進会議（３月・４月実績報告、平成２９年度年間計画、介護報酬改正について、連絡事項 他） ８名 

７月２６日 第２回 運営推進会議（５月・６月実績報告、連絡事項 他） ６名 

９月２９日 第３回 運営推進会議（７月・８月実績報告、利用状況、連絡事項 他） ７名 

１１月２９日 第４回 運営推進会議（９月・１０月実績報告、利用者状況、外部評価について、連絡事項 他） ７名 

１月３１日 第５回 運営推進会議（１１月・１２月実績報告、利用者状況、地域かかわりシートまとめ、連絡事項 他） ６名 

３月２７日 第６回 運営推進会議（１月・２月実績報告、利用者状況、外部評価総括、連絡事項 他） ５名 

７）地域関係 

月 日 議   題 

６月１９日 西地区地域活動推進協議会 

 

⑧向陽ヶ丘レインボーハイツ 会議 

１）職員全体会議・勉強・内部研修・講習会 

月 日 議   題 

４月    ２０日 事業計画、連絡事項 他 

９月    ３０日 ユニット報告会（尿路感染症、褥瘡ケアについて） 

２月２４日・２６日 移乗介助及び体位交換 

３月   ３０日 ユニット報告会（誤嚥性肺炎、トランスファーについて） 

 ２）リーダー会議 

月 日 議   題 

４月 ４日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

５月１８日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

６月１６日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

７月１８日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

８月２６日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

９月２０日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

１０月１７日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

１１月１４日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

１２月１５日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

２月１９日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

３月 ５日 利用実績確認、利用者ケア検討、連絡事項 他 

 

 

 



３）ユニット会議 

月 日 議   題 

５月２０日・２５日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

６月２０日・２３日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

７月２０日・２６日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

８月２８日・３０日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

９月２１日・２３日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１０月２１日・２７日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１１月２６日・２８日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１２月２１日・２８日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１月２３日・３１日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

２月２０日・２３日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

３月２８日・２９日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

４）小規模多機能会議 

月 日 議   題 

４月２８日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

５月２３日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

６月２７日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

７月１１日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

８月２３日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

９月１２日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１０月 ５日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１１月２１日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１２月 ７日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

１月 １５日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

２月 ６日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

３月 ８日 利用者ケア検討、確認、連絡事項 他 

５）運営推進会議 

月 日 議   題 会議参加者 

５月２９日 第１回 運営推進会議（実績報告、施設取り組み報告、情報交換 他） １０名 

７月３１日 第２回 運営推進会議（実績報告、施設取り組み報告、情報交換 他） １０名 

９月２５日 第３回 運営推進会議（実績報告、施設取り組み報告、情報交換 他） ８名 

１１月２７日 第４回 運営推進会議（実績報告、施設取り組み報告、情報交換、外部評価説明 他） ９名 

１月２９日 第５回 運営推進会議（実績報告、施設取り組み報告、情報交換、外部評価、地域意見収集 他） ９名 

３月２６日 第６回 運営推進会議（実績報告、施設取り組み報告、情報交換、外部評価総括講評 他） ６名 

６）広報誌会議 

月 日 議   題 

６月 ７日 “にじ色便り”記事打合せ 

８月 ４日 “にじ色便り”記事打合せ 

９月 ５日 “にじ色便り”記事打合せ 

１１月 ６日 “にじ色便り”記事打合せ 

１２月 ２日 “にじ色便り”記事打合せ 

２月１８日 “にじ色便り”記事打合せ 

３月 ２日 “にじ色便り”記事打合せ 

 

 

 

 

 



 ⑨みなとレインボーハイツ 会議 

１）ユニット会議（地域密着型特養） 

月 日 議   題 

４月２９日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

５月２６日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

６月２６日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

７月２８日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

８月２２日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

９月２２日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

１０月１７日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

１１月２１日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

１２月２２日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

１月２３日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

２月２３日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

３月２９日 今月の目標、ケースカンファレンス、生活リズム見直し、リハビリ、褥瘡・皮膚疾患の経過について、栄養マネジメント、利用者・家族からの要望、次月の予定、事故・ヒヤリハットの確認 等 

２）みなと看護師会議 

月 日 議   題 

８月１５日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

９月１０日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

１０月１０日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

１１月 ９日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

１２月１２日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

１月１０日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

２月１３日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

３月１９日 各利用者の現在の体調、処置内容、排便対策の確認等医療面のケースカンファレンス、褥瘡・皮膚疾患の経過について、生活リズムの見直し、リハビリ、事故・ヒヤリハットの確認、感染症（予防）について 

３）職員勉強会 

月 議  題 会議参加者 

１１月 ６日・ ９日 吸引器の取扱い １０名 

４）運営推進会議 

月 議  題 会議参加者 

５月２９日 第１回運営推進会議 現況報告（事故・ヒヤリハット等）、現在の取り組みについての報告、情報交換 １０名 

７月２８日 第２回運営推進会議 現況報告（事故・ヒヤリハット等）、現在の取り組みについての報告、情報交換  ８名 

９月２９日 第３回運営推進会議 現況報告（事故・ヒヤリハット等）、現在の取り組みについての報告、情報交換、防災について １１名 

１１月２９日 第４回運営推進会議 現況報告（事故・ヒヤリハット等）、現在の取り組みについての報告、情報交換 １１名 

１月２９日 第５回運営推進会議 現況報告（事故・ヒヤリハット等）、現在の取り組みについての報告、情報交換 １２名 

３月２９日 第６回運営推進会議 現況報告（事故・ヒヤリハット等）、現在の取り組みについての報告、情報交換、防災について １２名 

 

 ⑩ふれあい館 会議 

１）職員全体会議  

月 議  題 会議参加者 

６月１５日 入所者ケア、自立支援、ケアプラン、薬と食事の関係、分担担当者から連絡、７月の予定、その他 １８名 

７月２０日 入所者ケア、自立支援、ケアプラン、委員会、分担担当者からの連絡、来月の予定、その他 １７名 

１２月１７日 入所者ケア、自立支援、ケアプラン、委員会、分担担当者からの連絡、来月予定、その他 １６名 

１月１７日 入所者ケア、自立支援、ケアプラン、委員会、分担担当者からの連絡、来月予定、その他 １６名 

２月１７日 入所者ケア、自立支援、ケアプラン、委員会、分担担当者からの連絡、感染症対策について、来月予定、他 １５名 

３月２７日 入所者ケア、自立支援、ケアプラン、委員会、分担担当者からの連絡、給食に関して、来月予定、その他 １７名 

 

 

 



２）給食会議 

月 議  題 会議参加者 

４月１８日 魚の焼き加減について、パンの日の空腹、食レクリエーションについて ４名 

５月２３日 下膳時間について、食器の使用状況、塩分制限について ２名 

６月２７日 栄養所要量の再計算、食器の洗浄、焼肉パーティー、給食日誌の開始、その他 ３名 

８月２２日 下膳の方法、入居者の希望反映、ふれあい夏祭りの献立 ２名 

９月２１日 改善すべき調理（鶏にゅーめん）、配膳時間の厳守、湯茶サービスの方法、ノロ対策マニュアル、その他 ２名 

１０月２５日 クリスマス会の献立、湯茶の使用量について、果物の提供 ２名 

１１月２４日 とろみ剤の適正量、元旦の献立、職員給食の取扱い ２名 

１２月２６日 非常食の整備、雪害時の食事提供、その他 ４名 

１月２３日 異物の原因と今後の対応、インフルエンザ発生時の配膳について、その他 ３名 

２月２７日 食事形態の統一化、栄養所要量の一部不足について ２名 

３月２０日 栄養所要量の再計算、その他 ３名 

３）ケア会議 

月 議  題 会議参加者 

４月１９日 事業報告、居室変更、窃盗癖への対応、ケアプラン担当者会議、業務日誌 １６名 

５月１９日 ケアプラン、施設内役割分担、各種委員会、西地区地域活動推進協、その他 １４名 

  ４）個別プラン検討会議 

月 議  題 会議参加者 

６月３０日 Ｓ氏の接遇 ４名 

７月 ７日 個別入所者の対応、ボランティア、施設の適正温度と脱水防止、その他 ４名 

１月１２日 職員全体会議の記事、問題解決の課程、その他 ４名 

 

⑪各種委員会 人数は、会議参加者 

１）褥瘡予防委員会・感染症委員会 

月 日 議   題 出席人数 

４月２０日 各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 ７名 

５月１８日 
各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 

入所者の健康診断名簿作成 
９名 

６月１５日 各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 ８名 

７月２０日 各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 ４名 

８月１７日 各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 ４名 

９月２１日 各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 ５名 

１０月２６日 
各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 

インフルエンザワクチン接種について、嘱託医回診時施行の件 
７名 

１１月２８ 
各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 

インフルエンザワクチン接種状況について 
５名 

１２月２２日 
各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 

皮膚乾燥対策の対処について意見交換、ナース休日時、医療行為発生時の近隣施設ナースの協力体制について 
６名 

１月２６日 
各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 

こが病院外来体制の変更内容について、夜間救急外来受診時の付添職員に対する感染症予防対策について 
６名 

２月２３日 
各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 

ＦＡＸでのこが病院外来受診予約について 
６名 

３月２３日 
各施設褥瘡・感染症発生状況の報告と対処について、入院者状況、退所・新規入所状況の情報交換 

ＦＡＸでのこが病院外来受診予約について追加事項 
５名 

 

 

 

 

 



２）リスクマネジメント・行動制限最少委員会 

月 日 議   題 出席人数 

５月２４日 平成２９年度 委員会構成職員自己紹介、平成２８年度 まとめ ７名 

６月２１日 ヒヤリ・事故・行動抑制についての話し合い １０名 

７月２０日 訪問介護でのリスクと施設内でのリスクの違いついて ７名 

９月２０日 各事業所の事故・ヒヤリの事例報告 ８名 

１１月２２日 各事業所の事故・ヒヤリの事例報告 ６名 

１月 ７日 リスクマネジメント研修の報告、各事業所の事故・ヒヤリの事例報告、３月の全体研修会に向けて話し合い ６名 

３）衛生委員会 

月 日 議   題 出席人数 

５月２３日 衛生委員会の活動・役割、正副委員長の選任、その他 １１名 

７月２５日 各事業所の職場環境と職員の健康状態、平成２９年度ストレスチェック実施計画 １２名 

９月２６日 職場環境と健康管理、ストレスチェックの進捗状況 ９名 

１１月２８日 職場環境と健康管理、ストレスチェックの進捗状況、今後の活動に向けて、インフルエンザ対策について １０名 

２月２７日 職場環境と健康管理、ストレスチェックの結果について、インフルエンザ感染状況 ５名 

４）倫理・接遇委員会 

月 日 議   題 出席人数 

５月１８日 委員会の目的、検討事項と活動について、昨年度のハラスメント委員会の意見、正副委員長の選任 １３名 

８月１７日 取り組む内容についての検討、今後の検討課題 １３名 

１１月１６日 倫理マニュアルの読み合わせ、接遇マナーについて １１名 

２月１５日 職員倫理マニュアルの訂正、接遇マナーの絞込み、倫理マニュアルの周知、職員内部研修会発表について ８名 

５）業務改善委員会 

月 日 議   題 出席人数 

６月 ７日 光洋ディスパースの方からのオムツの説明 ８名 

９月 ６日 オムツのサンプルを使用した感想、検討 ８名 

１２月 ６日 有給休暇、リフレッシュ休暇について １１名 

１月１１日 有給休暇、リフレッシュ休暇についてのアンケート実施・回収、他意見交換 ９名 

６）ケアプラン推進委員会 

月 日 議   題 出席人数 

４月２２日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認 
６名 

５月２２日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認 
５名 

７月２４日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認 
７名 

８月２８日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認 
５名 

９月２５日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認 
４名 

１０月３１日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認 
６名 

１１月２７日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認 
６名 

１月２２日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認、感染症発生状況確認、年間モニタリング予定表の説明・配布 
５名 

２月２６日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認、感染症発生状況確認 
５名 

３月２６日 
各施設のモニタリング対象者の評価内容・支援内容の確認、次回モニタリング対象者の確認 

各施設の入退所状況の確認、感染症発生状況確認 
４名 

 



７）研修委員会 

月 日 議   題 出席人数 

５月１０日 第１・２回 職員内部研修会におけるテーマの決定 ５名 

７月１２日 第１・２回 職員内部研修会の講師と役割分担の決定 ８名 

９月１３日 第１・２回 職員内部研修会当日の各委員の役割の最終確認 ７名 

１１月８日 第１・２回 職員内部研修会参加人数の報告と反省 ５名 

１月１０日 第３・４回 職員内部研修会の役割分担と研修資料の作成について ７名 

８）防災・交通安全委員会 

月 日 議   題 出席人数 

４月１３日 
１月から現在までの事故等の報告と事故が起きた場合の対応について再確認 

消防立入検査の連絡と今年度の避難訓練の実施予定等の確認 
５名 

８月１０日 
平成２９年６月改正の水防法改正とそれに係る避難確保計画作成と避難訓練実施の義務について、ふれあい館

における避難訓練実施報告、消防設備工事の報告、車両事故等ヒヤリを含む事例報告と予防について 
１０名 

１２月１４日 
今年度の各施設の避難訓練の実施と反省報告、避難確保計画の配布、防犯におけるマニュアル策定について 

冬季間を含む市内交通事故状況の報告と業務における注意事項について 
８名 

 

⑫入所者判定会議 人数は、決定人数 

特別養護老人ホーム レインボーハイツ・大曲レインボーハイツ・向陽ヶ丘レインボーハイツ・みなとレインボーハイツ 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 

４月５日 

３名 

４月１７日 

３名 

５月２日 

１名 

６月６日 

２名 

６月２６日 

１名 

７月１８日 

２名 

８月４日 

３名 

第８回 第９回 第１０回 第１１回 第１２回 第１３回 第１４回 

８月２５日 

３名 

９月１１日 

１名 

９月２８日 

１名 

１０月１７日 

２名 

１１月９日 

１名 

１１月２２日 

２名 

１２月６日 

１名 

第１５回 第１６回 第１７回 第１８回 第１９回   

１２月２６日 

２名 

１月１８日 

２名 

１月２４日 

１名 

２月７日 

１名 

３月９日 

２名 
  

 

 

  



２．施設外（派遣）研修会議 

月 研  修  名 場 所 期 間 出 席 者 主 催 者 

4月 網走管内老施協施設長研修会・総会 留辺蘂 20～21  網走管内老人福祉施設協議会 

網走市ケアマネージャー連絡協議会総会 網走市 21  網走市ケアマネージャー連絡協議会 

網走地区栄養士会 平成２９年度総会・研修会 網走市 22  網走地区栄養士会 

第１回 西地区地域活動推進協議会 網走市 26  西地区地域活動推進協議会 

5月 平成２９年度 認知症調査員研修（新規） 網走市 9  北海道 

第２回 西地区地域活動推進協議会 網走市 15  西地区地域活動推進協議会 

認知症介護実践研修（実践者研修） 札幌市 16～19  北海道グループホーム協会 

平成２９年度 防火管理協議会 網走市 17   

水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施

設の管理者向け研修会 
網走市 19  北海道 

第１回 西地区地域活動推進協議会準備会 網走市 22  西地区地域活動推進協議会 

網走市ケアマネージャー連絡協議会定例研修会 網走市 24  網走市ケアマネージャー連絡協議会 

平成２９年度 ユニットケア施設管理者研修 札幌市 24～26  北海道社会福祉協議会 

平成２９年度 ユニットリーダー研修会 札幌市 24～26他  北海道社会福祉協議会 

第２回 西地区地域活動推進協議会準備会 網走市 25  西地区地域活動推進協議会 

北海道栄養士会 平成２９年度春季研修会・総会 北見市端野 28  北海道栄養士会 

6月 第３回 西地区地域活動推進協議会準備会 網走市 2  西地区地域活動推進協議会 

介護事業所共同化事業説明 網走市 7  北海道 

第４回 西地区地域活動推進協議会準備会 網走市 19  西地区地域活動推進協議会 

平成２９年度 北海道介護支援専門員更新研修 北見市 22 他  北海道 

認知症介護実践研修（実践者研修） 札幌市 27  北海道グループホーム協会 

避難所運営ゲーム北海道版ＤＯはぐ体験会 網走市 29   

7月 第２回 西地区地域活動推進協議会高齢者部会 網走市 18  西地区地域活動推進協議会 

『小規模多機能型居宅介護』『定期巡回・臨時対

応型訪問介護看護』サービス普及促進説明会 
北見市 12  介護サービス普及事業委託コンソーシアム 

認知症疾患医療研修会 網走市 14  北海道立向陽ヶ丘病院 

西地区地域活動推進協議会設立総会 網走市 18  西地区地域活動推進協議会 

新任経理・総務担当者研修 札幌市 27～28  北海道社会福祉協議会 

第11回日本褥瘡学会・在宅褥瘡セミナー道東ブロック 網走市 29  日本褥瘡学会 在宅褥瘡医療委員会 

8月 総務担当者専門研修 札幌市 2  北海道社会福祉協議会 

西地区地域活動推進協議会 第１回役員会 網走市 3  西地区地域活動推進協議会 

新任施設相談員研修 札幌市 3～4  北海道社会福祉協議会 

網走市新人介護スタッフ研修会 網走市 10  
網走市 

網走市ケアマネージャー連絡協議会 

網走管内老施協 事務職員研修会 北見市 24～25  網走管内老人福祉施設協議会 

9月 網走管内老施協 デイサービス研修会 北見市 5  網走管内老人福祉施設協議会 

認知症介護実践（実践者）研修 北見市 5～8  北海道デイサービスセンター協議会 

新任介護職員研修 北見市 11～12  北海道社会福祉協議会 

介護職員研修（Ⅰ） 北見市 13～14  北海道社会福祉協議会 

西地区地域活動推進協議会 高齢者部会 網走市 14  西地区地域活動推進協議会 

網走市ケアマネージャー連絡協議会 研修会 網走市 22  網走市ケアマネージャー連絡協議会 

道東三地区老施協研修会 釧路市 28～29  道東三地区管内老施協 

10月 西地区地域活動推進協議会 防災部会 網走市 6  西地区地域活動推進協議会 

西地区地域活動推進協議会 避難所運営ゲーム

（ＨＵＧ）研修会 
網走市 15  西地区地域活動推進協議会 

認知症型サービス事業管理者研修 北見市 18～19  北海道デイサービスセンター協議会 



認知症基礎研修 北見市 20  北海道デイサービスセンター協議会 

西地区地域活動推進協議会 広報委員会 網走市 23  西地区地域活動推進協議会 

平成２９年度 ユニットリーダー研修会 札幌市 25～27他  北海道社会福祉協議会 

介護支援専門員更新研修 北見市 26～28  北海道 

網走管内老施協栄養士・調理員研修会 留辺蘂 30～31  網走管内老人福祉施設協議会 

障がい福祉サービス・介護保険施設等集団指導 網走市 29  北海道 

平成29年度 感染性胃腸予防対策講習会 網走市 31  北海道 

11月 平成２９年度 苦情解決システム研修会 札幌市 8  北海道福祉サービス適正化委員会 

平成２８年度 認定調査員研修（現任） 網走市 8  北海道オホーツク総合振興局 

福祉専門職のためのキャリアアップ研修（管理職員コース） 札幌市 14～15  北海道社会福祉協議会 

網走管内老施協 施設運営研修会 津別町 16  網走管内老施協 

西地区地域活動推進協議会 第２回 役員会 網走市 16  西地区地域活動推進協議会 

認知症サポーター養成講習 網走市 18   

養護老人ホーム 勉強会 札幌市 21～22  北海道老人福祉施設協議会 

介護職員専門研修（Ⅱ） 帯広市 21～22  北海道社会福祉協議会 

社会福祉法人 経営労務管理セミナー 北見市 30  北海道 

12月 リスクマネジメント研修 札幌市 4  北海道社会福祉協議会 

普通救命講習 網走市 9  網走地区消防組合 

1月 社会福祉施設長資格認定講習 面接授業 葉山市 8～12  中央福祉学院（全社協） 

2月 網走市ケアマネージャー連絡協議会 運営委員会 網走市 7  網走市ケアマネージャー連絡協議会 

網走管内老施協 正副会長会議 北見市 19  網走管内老人福祉施設協議会 

「北海道の小規模多機能型居宅介護事業を考える」研修会 札幌市 23  北海道の小規模多機能型居宅介護事業を考える会 

3月 第２回 認知症疾患医療研修会 網走市 9  北海道立向陽ヶ丘病院 

支えあいの地域づくりフォーラム 網走市 25   

網走市ケアマネージャー連絡協議会定例研修会 網走市 28  網走市ケアマネージャー連絡協議会 

 

 

３．資格取得・研修のための助成 

月 研修会名称 場所 受講（受験）者 

5～6月、9～10月 ユニットリーダー研修 札幌市  

５月 ユニットケア施設管理者研修 札幌市  

５月、６月 認知症介護実践研修（実践者研修） 札幌市  

６月 介護支援専門員実務研修受講試験（初回受験への助成） 北見市  

６月～１月 社会福祉施設長資格認定講習課程 全社協  

９月、１０月 認知症介護実践研修、認知症対応型サービス事業者管理者研修 北見市  

９月、１０月 主任介護支援専門員更新研修 札幌市  

９月、１０月 介護支援専門員更新研修 北見市  

１月 介護福祉士国家試験（初回受験への助成） 旭川市  

１月 社会福祉士国家試験（初回受験への助成） 釧路市  

 


