
【資料2】研修一覧
平成29年度研修一覧

法人内研修
研修日時 研修名 会場 参加者 職種

H29.4.18 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 笹山智美 PT

H29.4.25 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 金子　携 OT

H29.5.11 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 佐々木　智也 OT

H29.5.19 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 落合　翔平 PT

H29.5.21 管理職研修 輝生会研修センター 石原　茂樹 医師

H29.5.21 管理職研修 輝生会研修センター 江尻　和貴 SW

H29.5.21 管理職研修 輝生会研修センター 横山　恭子 Ns

H29.5.29 サブマネジャー研修 輝生会研修センター 鳥居　和雄 PT

H29.5.29 サブマネジャー研修 輝生会研修センター 建石　歩惟 ST

H29.5.29 サブマネジャー研修 輝生会研修センター 佐野　友紀子 サポート部

H29.6.10 SWCM部門2･4年次研修 輝生会研修センター 高信　昭子 SW

H29.6.16 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 笹山　智美 PT

H29.6.16 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 鳥居　和雄 PT

H29.6.30 サブマネジャー研修 輝生会研修センター 堺　雅代 PT

H29.7.2 在宅フォローアップ研修 輝生会研修センター 林　沙紀 PT

H29.7.3 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 伊藤　明子 ST

H29.7.3 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 吉津　俊樹 PT

H29.7.4 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 藤田　瑞子 Ns

H29.7.11 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 堺　雅代 PT

H29.7.11 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 西村　菜々 PT

H29.8.1 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 井上　沙理奈 PT

H29.8.1 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 樺澤　美穂 Ns

H29.8.16 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 大木原　甲太 PT

H29.8.20 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 泉水　泰良 PT

H29.8.20 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 土岐　美枝子 OT

H29.9.16 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 日野　ゆかり CW

H29.9.16 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 岩井　孝樹 PT

H29.9.16 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 宍倉　美樹子 OT

H29.9.30 3年次研修 輝生会研修センター 伊藤　明子 ST

H29.9.30 3年次研修 輝生会研修センター 吉津　俊樹 PT

H29.9.30 3年次研修 輝生会研修センター 江頭　稔 健康運動指導士

H29.11.5 シニアスタッフ研修 輝生会研修センター 岩井　孝樹 PT

H29.11.18 SWCM部門2･4年次研修 輝生会研修センター 高信　昭子 SW

H29.11.26 在宅フォローアップ研修 輝生会研修センター 金子　携 OT

H29.11.26 在宅フォローアップ研修 輝生会研修センター 笹山　智美 PT

H29.12.10 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 吉津　俊樹 PT

H29.12.10 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 高橋　春美 OT

H29.12.10 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 野口　悦子 Ns

H29.12.10 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 高信　昭子 SW

H29.12.17 シニアスタッフ研修 輝生会研修センター 泉水　泰良 PT

H30.1.4 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 高田　友理 OT

H30.1.14 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 金子　携 OT

H30.1.14 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 大木原　甲太 PT

H30.1.14 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 建石　歩惟 ST

H30.1.14 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 江頭　稔 健康運動指導士

H30.1.16 異動者向け研修 船橋市リハビリセンター 井上　健介 PT

H30.2.4 在宅フォローアップ研修 輝生会研修センター 井上　沙里奈 PT

H30.2.4 在宅フォローアップ研修 輝生会研修センター 吉津　俊樹 PT

H30.2.4 在宅フォローアップ研修 輝生会研修センター 伊藤　明子 ST

H30.2.18 医師研修会 輝生会研修センター 石原　茂樹 医師

H30.2.26 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 伊藤　明子 ST

H30.2.26 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 井上　沙里奈 PT

H30.2.26 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 佐々木　智也 OT

H30.2.26 輝生会合同研究発表会 輝生会研修センター 阿部　智子 CW

外部研修

研修日時 研修名 会場 参加者 職種

H29.6.3 H29.6.4 第10回日本訪問リハビリテーション協会学術大会ｉｎ札幌 札幌市教育文化会館 落合　翔平 PT

H29.6.10 第54回日本リハビリテーション医学会学術集会 岡山コンベンションセンター 石原　茂樹 医師

H29.7.9 喀痰吸引・経管栄養セミナー 横山　恭子 Ns

H29.9.23 ～ H29.9.24 在宅系サービスにおける言語聴覚療法実務者研修 日本福祉教育専門学校 伊藤　明子 ST

H29.10.19 ～ H29.10.21 リハビリテーション･ケア合同研究大会　久留米2017 久留米シティ･プラザ 佐々木　智也 OT

H29.10.19 ～ H29.10.21 リハビリテーション･ケア合同研究大会　久留米2017 久留米シティ･プラザ 西村　菜々 PT

H29.11.11 第7回電子カルテ共通病院研究会 別府リハビリテーションセンター 高橋　春美 OT

H29.12.12 日本リハビリテーション病院施設協会　平成29年度第1回研修会住友不動産飯田橋駅前ビル 建石　歩惟 ST

H30.2.3 H30.2.4 日本訪問リハビリテーション協会　新現場リーダー研修会　 エッサム神田3階グリーンホール 岩井　孝樹 PT

H30.2.16 H30.2.18 精神障がい者の在宅看護セミナー 浅草橋ヒューリックホール2階ホール 藤田　瑞子 Ns

H30.3.10 日本リハビリテーション病院施設協会　平成29年度第2回研修会ベルサール半蔵門 石原　茂樹 医師

H30.3.10 日本リハビリテーション病院施設協会　平成29年度第2回研修会ベルサール半蔵門 高橋　春美 OT

H30.3.17 ～ H30.3.18 日本臨床倫理学会　第6回年次大会 東京都医師会館 堺　雅代 PT

H30.3.30 第19回千葉県作業療法士学会 君津中央病院附属看護学校 高田　友理 OT


