
■認知症はじめて教室
■循環器市民講座
　「動脈硬化と狭心症」
　（府中恵仁会病院共催）
■夏の健康管理セミナー
　「暑い夏を元気に」
　（京王電鉄共催）
■第16回あい老健夏祭り
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）
■広報誌「あっぱれ」
　夏号発行

年間イベント2017 地域住民・
患者さん向け
勉強会・セミナー
・主催イベント

■河北健康教室
　「ストレスと上手に付き合う方法」
■体力測定会
　（河北リハビリテーション病院）

■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）
■広報誌「あっぱれ」
　春号発行

■杉並心臓病カンファランス
■広報紙No.61「しぐま」発行
■訪問リハビリケアマネ連携会
　（河北家庭医療学センター）

■入社式（研修3月30・31日）

■看護師に係る特定行為研修 
　開始（河北総合病院・看護部）
■東京都訪問看護教育ステーション
　事業契約（河北家庭医療学センター）

地域医療・
介護連携

財団の出来事
職員向けイベント

地域イベントへ
参加・協賛

4月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

杉並事業部

看護師に係る特定行為研修 新人職員研修新人職員研修

■河北健康教室
　「10年後も元気でいるため
　に、運動を始めましょう」
■広報誌No.148
　「かわぴたる」発行

■多摩市家族介護者教室　　
　「リハビリ職員が教える
　在宅介護のポイント」
■愛宕かえで館連続健康講座
　「運動を続けるコツを教えます」
■認知症カフェ「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■足病・フットケア
　カンファランス
■訪問看護教育ＳＴ事業
　公開多職種カンファレ
　ンス（河北家庭医療学
　センター）

■総務省「クラウド型HER高度化事業」に参画5月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部 杉並事業部

■杉並区交流協会主催 外国人向け防災体験

杉並事業部

■あいクリニック平尾、あい訪問看護ステー
　ション平尾がコーシャハイム平尾に移転

多摩事業部

あいクリニック平尾外国人向け防災体験からきだ匠カフェ多摩市家族介護者教室

■河北健康教室
　「蔦の会 糖尿病の薬物療法（内服）について」
■河北健康教室「上手な病院のかかり方」
■家族介護教室
　「介護施設の種類と費用」(シーダ・ウォーク)

■もっと元気が出る講座
　「介護予防と認知症予防」
■認知症はじめて教室
■認知症カフェ「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■杉並心臓病カンファランス
■城西地区小児病診連携懇話会
■杉並産婦人科カンファランス
■広報紙No.62「しぐま」発行

6月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

■シミュレーション
　センター設置

杉並事業部

シミュレーションセンターシミュレーションセンターもっと元気が出る講座河北健康教室

■河北健康教室
　「その痛みリウマチかも？」
■河北健康教室
　「どんなときにする？
　股関節の手術とリハビリ」
■広報誌No.149
　「かわぴたる」発行
■家族介護教室「断捨離」
　（シーダ・ウォーク）
■体力測定会
　（河北リハビリテーション病院）

■病診連携をすすめる会
■NSN Hematology
  Network cnference
■杉並消化器病カンファランス
■医師・看護師・薬剤師のための在宅ケア
　セミナー（河北家庭医療学センター）
■訪問看護教育ＳＴ事業公開多職種　
　カンファレンス
　（河北家庭医療学センター）
■みんなで考え みんなで支える 
　地域づくりの会
　（河北総合病院、荻窪病院、佼成病院）
■地域連携会
　（河北リハビリテーション病院）

7月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

命の授業慰霊祭杉並消化器病カンファランス第16回あい老健夏祭り

■夏祭り
　（河北リハビリテーション病院）
■小学校高学年向け
　「夏休みKID's 病院体験」

■認知症はじめて教室
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■杉並心臓病
　カンファランス
■広報紙No.63
　「しぐま」発行

8月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

■平尾自治会
　盆踊り大会
■落合夏祭り

多摩事業部■納涼会

■多摩事業部事例・
　研究発表大会

多摩事業部

■河北健康教室
　「10年後も健康でいるため
　に、運動を始めましょう」
■広報誌No.150
　「かわぴたる」発行
■家族介護教室
　「老健とは」
　「高齢者の食事」
　（シーダ・ウォーク）
■体力測定会
　（河北リハビリテーション病院）

■認知症はじめて教室
■愛宕かえで館
　連続健康講座
　「外出と認知症予防
　の関係性」
■天本病院敬老会
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■訪問リハビリケア　
　マネ連携会（河北家
庭　医療学センター）
■勉強会「自己管理が
　むずかしい症例の糖
　尿病治療」（河北家庭
　医療学センター）
■がん診療の緩和ケア
　研修会

杉並事業部 多摩事業部 多摩事業部杉並事業部

■熊野神社例大祭
　（河北リハビリテーション病院）
■杉並区主催
　「震災救援所訓練」
■阿佐ヶ谷 神明宮例大祭
■すぎなみ美活クラブ
　健康講座

■第20回
　永山フェスティバル

■訪問看護教育ＳＴ
　事業「越川病院」
　「訪問看護ステー
　ションＨＵＧ」との
　相互研修開始
　（河北家庭医療学セ
　ンター）

杉並事業部

多摩事業部

■「看護専門実践研修」
　開講式(看護部)

杉並事業部

■慰霊祭

多摩事業部

■杉並第一小学校主催
　「命の授業」

杉並事業部

納涼会（多摩事業部）納涼会（杉並事業部）夏祭り（河北リハビリテーション病院）夏休みKID's 病院体験

9月

震災救援所訓練すぎなみ美活クラブ健康講座天本病院敬老会家族介護教室
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■認知症はじめて教室
■市民公開講座
　「今から考える自分  
　らしい最期」
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■河北健康教室
　「お口の健康教室」
■シーダ祭
　（シーダ・ウォーク）

■河北総合病院病診連携会
■杉並心臓病カンファランス
■広報紙No.64
　「しぐま」発行
■総合診療セミナー
　「酸分泌抑制による　
　患者さんのベネフィット」
　（河北家庭医療学センター）

10月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

自衛消防操作大会秋のスポーツ大会杉並カレッジライフ阿佐谷JAZZ STREETS 2017

■もっと元気が出る講座
　「実は多い慢性腎臓病」
■認知症はじめて教室
■みんな元気！
　平尾健康フェスタ2017
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）
■広報誌「あっぱれ」
　秋号発行

■城西地区骨粗鬆症　　
　ネットワーク
■杉並心臓病カンファランス
　アブレーション連携の会
■訪問看護教育ＳＴ事業　
　公開多職種カンファレンス
　（河北家庭医療学センター）
■みんなで考え みんなで
   支える 地域づくりの会
　(河北総合病院、
　荻窪病院、佼成病院)

11月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

■訪問看護教育ＳＴ事業「浴風会病院」　
　との相互研修開始
　（河北家庭医療学センター）
■早稲田速記医療福祉専門学校 
　看護科学生臨地実習修了式(看護部)

杉並事業部

杉並事業部

■すぎなみフェスタ2017

■河北健康教室
　「蔦の会 難病症例を
　みんなで解決しましょう！」
■クリスマス会
　（河北リハビリテーション病院）
■アニマルセラピー
　（シーダ・ウォーク）

■多摩市家族介護者
　教室「口腔ケアで防
　ごう！誤嚥性肺炎」
■認知症はじめて教室
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■杉並心臓病
　カンファランス
■広報紙No.65
　「しぐま」発行

杉並事業部 多摩事業部

杉並事業部

杉並事業部

■大宮八幡花笠祭り
　（河北リハビリテーション病院）■「DBJ ビジョナリー

　ホスピタル(株式会社 
　日本政策投資銀行)」
　より評価・認定

■納会 杉並事業部

■杉並カレッジライフ
■杉並第一小学校主催
　「命の授業」
■阿佐谷JAZZ STREETS
　2017

杉並事業部

■秋のスポーツ
　大会

多摩事業部

■自衛消防操作大会

多摩事業部

平尾健康フェスタ2017防災訓練家族介護教室秋のスポーツ大会

12月

大宮八幡花笠祭り納会（杉並事業部）多摩市家族介護者教室アニマルセラピー

■もっと元気が出る講座
　「今見直そう生活習慣
　～動脈硬化を予防するには～」
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■河北健康教室
　「摂食嚥下障害について」
■河北健康教室
　「関節リウマチの最新知見 」
■広報誌No.152
　「かわぴたる」発行
■WEB 採用サイトリリース
■家族介護教室
　「おむつの新常識」
　(シーダ・ウォーク)

■杉並腎・泌尿器科セミナー
■城西地区小児病診連携懇話会
■医師・看護師・薬剤師のための
　在宅ケアセミナー
　（河北家庭医療学センター）

1月 杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

体力測定会もっと元気が出る講座河北健康教室「関節リウマチの最新知見 」河北健康教室「摂食嚥下障害について」

■河北健康教室
　「膝の痛みの勉強会」
■河北健康教室
　「そけいヘルニア(脱腸)の
　最新治療」
■広報誌No.153
　「かわぴたる」発行
■体力測定会
　（河北リハビリテーション病院）

■もっと元気が出る講座　
　「もっと知りたい！
　医療・介護サービス」
■認知症はじめて教室
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）

■杉並産婦人科
　カンファランス
■眼科勉強会
■訪問リハビリケア
　マネ連携会
　（河北家庭医療学
　センター）

2月

杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部

■河北透析クリニック
　（旧：河北葦クリニック)
　開設
■東京消防庁より
　消防総監感謝状受賞
　(河北総合病院)
■慰霊祭

杉並事業部

■阿佐谷地域総合
　防火防災訓練
■日本フィル 春休み 
　オーケストラ探検
　みる きく さわる 
　オーケストラ！

杉並事業部

■河北健康教室
　「健康診断について学ぼう」
■河北健康教室
　「慢性じんぞう病・食事
　療法について」
■河北健康教室
　「透析療法について・慢
　性腎臓病の薬物治療の
　お話など」
■節分の会
　（河北リハビリテーション病院）

■愛宕かえで館連続
　健康講座「食事をとっ
　て活力アップ」
■最期まで住み慣れた
　自宅で暮らしたい～　
　在宅での看取りについて
　(やさしい手共催)
■認知症カフェ
　「からきだ匠カフェ」
　（社会福祉法人学友会共催）
■広報誌「あっぱれ」　
　冬号発行

杉並事業部 多摩事業部 杉並事業部杉並事業部

■ローソン「河北総合病院店」、
　ローソンサテライト「河北リハビリテー
　ション病院」開店

杉並事業部

■杉並第一小学校主催「命の授業」
■第八回 高円寺演芸まつり「出張寄席」
■東京マラソン2018

■杉並第一小学校主催
　「命の授業」
■ケア24堀之内主催　
　体力測定会

杉並事業部

日本フィル春休みオーケストラ探検阿佐谷地域総合防火防災訓練認知症はじめて教室もっと元気が出る講座

3月
東京マラソン2018ローソン「河北総合病院店」愛宕かえで館連続健康講座河北健康教室「慢性じんぞう病・食事療法について」

■around杉並健康ライフ
■防災訓練
■広報誌No.151
　「かわぴたる」発行
■家族介護教室
　「セルフケアで足すっきり」
　(シーダ・ウォーク)
■体力測定会
　地域ふれあい交流会
　秋のスポーツ大会
　認知症の基礎知識
　(河北リハビリテーション病院)

■杉並心臓病カンファランス
■杉並消化器病カンファランス
■広報紙No.66「しぐま」発行
■みんなで考え　みんなで支
　える 地域づくりの会
　(河北総合病院、荻窪病院、
　佼成病院)
■ 地域連携会
　(シーダ・ウォーク)
■地域連携会
　（河北リハビリテーション病院）
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