
職員の施設外研修実績（H30年度)

職  種

（ ⼜は職名 ）
4.26 認定調査員新規研修 介護⽀援専⾨員
5.8 ㈱サンメディカル研修会 介護⽀援専⾨員

5.15
県南地区地域包括
在宅介護⽀援センター協議会総会

福祉相談員

5.24 リスクマネジメント研修（基礎編） 在宅部⻑
5.30〜31 岩⼿県地域包括⽀援センター職員初任者研修会 福祉相談員

胆江地区介護⽀援専⾨員 在宅部⻑
連絡協議会研修会 居宅⽀援課主任

介護⽀援専⾨員
6.5〜7 岩⼿県介護⽀援専⾨員
7.17〜19 専⾨研修課程Ⅰ
8.28〜8.30

奥州市ケアマネジメント⽀援 居宅⽀援課主任
連絡会研修会 介護⽀援専⾨員

6.2
虐待防⽌研修〜従事者による虐待の防⽌と⽀援〜
（基礎編）

介護職員

6.21
虐待防⽌研修〜従事者による虐待の防⽌と⽀援〜
（応⽤編）

介護職員

6.22 褥瘡研修会Ⅰ 短期⼊所課主任
6.25 あんしんサポート相談員養成研修 福祉相談員
7.4 雇⽤環境改善実践セミナー 事務員

福祉職員キャリアパス対応
⽣涯研修課程（初任者編）
福祉職員キャリアパス対応
⽣涯研修課程（初任者編）

7.12 岩⼿県認知症介護基礎研修 介護職員
介護⽀援専⾨員地域同⾏型
アドバイザー事前研修
福祉職員キャリアパス対応
⽣涯研修課程（初任者編）

短期⼊所課主任
訪問介護員

7.23〜27

9.7

7.30〜31

11.5〜6
8.2 福祉サービス苦情解決情報交換会（応⽤研修） 院⻑
8.3 リスクマネジメント研修（実践編） 施設部⻑

地域福祉活動コーディネーター（CSW）養成研修会 福祉相談員

7.17〜18 介護職員

7.2 褥瘡予防研修会

岩⼿県認知症介護実践者研修 介護職員

7.10〜11 介護職員

7.12〜13 居宅⽀援課主任

6.2

7.4〜5 介護職員

⽉ ⽇ 研修会名、研修先、内容等

6.2

介護⽀援専⾨員



職  種

（ ⼜は職名 ）

8.3
ケアマネ⽀援センター相談事例の内容紹介研修及び
意⾒交換会

介護⽀援専⾨員

8.9〜10 介護職員等医療的ケア研修 介護職員
8.24 介護労働者雇⽤管理責任者講習 事務員

避難確保計画策定促進に係る
講習会

8.27〜28 相談⽀援研修 ⽣活相談員

8.27〜31

10.5
8.3 労働環境整備・改善セミナー 施設部⻑

福祉職員キャリアパス対応
⽣涯研修課程（中堅職員編）

8.30〜8.31 防⽕防災管理新規研修 事務員

介護職員

調理員
9.4〜6
10〜11
25〜27
10.24
12.3〜6

⾃殺対策保険医療福祉担当者等
研修会（アルコール関連問題）
福祉職員キャリアパス対応 居宅⽀援課主任
⽣涯研修課程（チームリーダー編） 介護課主任

通所介護課主任
短期⼊所課副主任
短期⼊所課主任
看護職員

9.7 社会福祉法⼈経営戦略セミナー 副院⻑
介護報酬改定（栄養関連）に 栄養課⻑
関する研修会 栄養⼠

9.11、18 地域同⾏型研修 居宅⽀援課主任
9.21 胆江地域感染症対策研修会 看護職員
9.25 研修会 褥瘡予防ケアⅣ 短期⼊所課主任
9.26 コミュニティサポート研修会 介護⽀援専⾨員

福祉職員キャリアパス対応
⽣涯研修課程（中堅職員編）

10.5 社会福祉法⼈制度改⾰対応研修会 事務員
10.9〜11 岩⼿県介護⽀援専⾨員
11.26〜27 専⾨研修課程Ⅱ

9.8

9.26〜9.27 介護職員

介護⽀援専⾨員

9.5 介護⽀援専⾨員

9.5〜6

9.6 疥癬対策研修会

8.30〜8.31 介護職員

9.3 感染症及び⾷中毒予防対策研修会

介護職員等医療的ケア研修 介護職員

8.27 副院⻑

岩⼿県認知症介護実践者研修 介護職員

⽉ ⽇ 研修会名、研修先、内容等



職  種

（ ⼜は職名 ）
障害者職業⽣活相談員
資格認定講習

訪問介護課副主任
訪問介護員
訪問介護課主任
介護職員
調理員

胆江地区介護⽀援専⾨員
連絡協議会研修会
奥州地域福祉サービス苦情解決
情報交換会
エイズ診療に係る医療・介護
従事者等研修会

10.30〜11.1 岩⼿県介護⽀援専⾨員
12.10〜11 専⾨研修課程Ⅱ
11.5 社会福祉法⼈研修会 事務員

県南地区地域包括在宅介護
⽀援センター協議会職員研修会
奥州市ケアマネジメント
⽀援研修会

11.15 安全運転管理者等講習 施設部⻑
11.17 回想法ボランティア養成講座 介護職員

全国⽼⼈福祉施設⼤会 訪問介護課主任
北九州⼤会 介護職員

11.20〜22 岩⼿県介護⽀援専⾨員
12.20〜21 専⾨研修課程Ⅱ
11.29 難病患者⽀援従事者研修会 介護⽀援専⾨員

12.1
胆江地区介護⽀援専⾨員連絡協議会施設部会及び
県南ブロック⾼齢者福祉協議会合同研修会

施設部⻑

⽼⼈デイサービスセンター部会
研修会

施設部⻑
在宅部⻑
居宅⽀援課主任
介護⽀援専⾨員

社会福祉法⼈制度改⾰
フォローアップセミナー（後期）

12.13 症例検討会 短期⼊所課主任
ケアマネ⽀援センター
相談事例の内容紹介研修
岩⼿県介護⽀援専⾨員協会
定例研修会

12.14 施設部⻑

12.15 施設部⻑

12.5 難病医療従事者研修会

12.11 介護⽀援専⾨員地域同⾏型研修

12.13 副院⻑

11.20〜22

介護⽀援専⾨員

12.4 通所介護課主任

相談課⻑

11.13 福祉相談員

11.14 介護⽀援専⾨員

10.25 在宅部⻑

10.29 院⻑

10.18〜19 サービス提供責任者研修セミナー

10.19 奥州市社会福祉⼤会

10.2 介護⽀援専⾨員

⽉ ⽇ 研修会名、研修先、内容等

10.17〜18 事務員



職  種

（ ⼜は職名 ）
介護⽀援専⾨員実務研修
実習指導者向け研修会

平成31 東北ブロックホームヘルパー
1.10〜11 協議会研修会

奥州市ケアマネジメント⽀援 在宅部⻑
研修会 居宅⽀援課主任

介護⽀援専⾨員
通所介護課主任
訪問介護課主任
訪問介護員

⼼の健康づくり対策 介護⽀援専⾨員
保険医療福祉担当者等研修会 事務員

介護⽀援専⾨員
福祉相談員
介護職員

奥州市地域包括⽀援センター
ブランチ研修会
いわて介護ロボットフォーラム
2018

2.2 コミュニティサポート研修会 看護職員
在宅部⻑
居宅⽀援課主任
介護⽀援専⾨員

県南ブロック⾼齢者福祉協議会
職員研修会

介護課主任
介護課副主任
訪問介護員

3.16
胆江地区介護⽀援専⾨員連絡協議会及び
社会福祉会合同研修会

3.18 介護職員

3.22 地域リハビリテーション研修会

2.13 福祉相談員

2.14 事務員

訪問介護員

1.16

1.23

2.11 奥州市権利擁護講演会

⽉ ⽇ 研修会名、研修先、内容等

12.26 居宅⽀援課主任


