教育研修開催予定一覧
研修管理番号

研修の名称

主催団体名

開催年月日

開催時間

開催地

会場名

研修テーマ

受講 事前
単位 申込

問い合わせ先

済生会熊本病院
外来がん治療センター
4階コングレスルーム

①クリニカルパスの概念に関する基礎
ほか7つの講義

2

済生会熊本病院 医療情報部 山内布美子様
要 TEL ：096-351-8000
アドレス:fumiko-yamauchi@saiseikaikumamoto.jp

P-cp プロジェクト実行委員
会、特定非営利活動法人 医療
2018.02.10 13：00-17：15 沖縄県島尻郡
福祉連携士の会（設立認証申
請中）

沖縄県立精和病院

精神医療とパスを学ぶ 身体科・精神科・介護ス
タッフ合同研修会

1

北里大学医学部精神科学
要 下村裕見子先生
アドレス：syukko232@gmail.com

岩手県医療局主催
クリニカルパス研修会

岩手県医療局

2018.02.10 10：00-16：30 岩手県盛岡市

エスポワールいわて
大中ホール

院内パスの問題点と解決方法 パートⅡ（仮）

2

岩手県医療局 業務支援課 髙橋佳世子様
要 TEL：019‐629‐6332
アドレス：kayoko-takahashi @pref.iwate.jp

2017-大阪-講演-200

大阪市立総合医療センター
クリニカルパス講演会

大阪市立総合医療センター
クリニカルパス委員会

2018.03.05 17：00～19：30 大阪府大阪市

大阪市立総合医療セン
ター 3F さくらホール

クリニカルパスを本当に知っていますか？使え
ていますか？
―今あらためて学ぶ基礎と本質―

1

要

2017-群馬-講演-201

伊勢崎市民病院クリニカルパ
伊勢崎市民病院
ス大会

2018.02.06 18：15-19：30 群馬県伊勢崎市

伊勢崎市民病院 10 階大
クリニカルパスの基本
会議室

～パスの作成と改訂～

1

伊勢崎市民病院 医療サービス課 情報管理係
要 TEL ： 0270‐25‐5022（内線5183）
E-mail：karute@hospital.isesaki.gunma.jp

2017-岩手-講演-202

岩手県立磐井病院 平成29年 岩手県立磐井病院
度 クリニカルパス大会
病院医学会

2018.02.09 18：00-19：40 岩手県一関市

岩手県立磐井病院
目的会議室

クリニカルパスを本当に知っていますか？使え
ていますか？
－今あらためて学ぶ基礎と本質－

1

岩手県立磐井病院 医事経営課 藤原 明様
要 TEL ：0191‐23‐3452
E-mail：akira-fujiwara@pref.iwate.jp

2017-愛媛-講演-203

四国がんセンター

独立行政法人国立病院機構
四国がんセンター

2018.02.24 13：00-17：00 愛媛県松山市

四国がんセンター 地域
医療連携研修センター3階 今、必要とされるパスを考える
研修室

1

要

2017-新潟-講演-204

新潟市民病院
クリニカルパス講習会

新潟市民病院

2018.02.08 13：00-17：00 新潟県新潟市

新潟市民病院

1

2017-静岡-講演-206

パスを考える会

静岡県立静岡がんセンター
クリティカルパス管理・推進
委員会

2018.02.27 18：00-19：00

2017-大阪-講演-207

第10 回大阪警察病院クリニ
カルパス全体発表会

大阪警察病院

2017-広島-講演-208

医療従事者研修会

2017-福井-実技-210

2017-熊本-講演-173

済生会熊本病院
クリニカルパス講座

済生会熊本病院

2017-沖縄-講演-189

P-cp プロジェクト

2017-岩手-講演・実技-197

パス大会

2018.02.14 14：30-17：20 熊本県熊本市

岩手県立

2階多

4階講堂

そうだったのか！クリニカルパス？

大阪市立総合医療センター 医事部医事課・TQM セン
ター 西山由佳里様
TEL ： 06‐6929‐1221（代表）
E-mail：y-nishiyama@osakacity-hp.or.jp
古澤様

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
河村 進先生
TEL：089-999-1111
E-mail：skawamur@shikoku-cc.go.jp

新潟市民病院 医療情報管理室長・小児科副部長・クリ
ニカルパス委員 阿部裕樹先生
TEL：025-281-5151
E-mail：y-abe@hosp.niigata.niigata.jp
県立静岡がんセンター 担当：マネジメントセンター
上泉様、鈴木様
否
TEL：055‐989‐5222
E-mail：k.kamiizumi@scchr.jp,sho.suzuki@scchr.jp
要

県立静岡がんセンター
研究所棟１階 しおさい アウトカム志向パス作成、パスと看護記
ホール

1

2018.02.17 13：30-16：40 大阪府大阪市

大阪国際交流センター

急性期病院におけるクリニカルパスの役割

1

大阪警察病院 診療サービス課病歴係
要 TEL：06-6771-6051
アドレス：byoreki@oph.gr.jp

国家公務員共済組合連合会
広島記念病院

2018.03.15 19：00-20：00 広島県広島市

広島記念病院
講義室

地域包括ケア時代の地域連携 ～パスの役割～

1

否

第4回福井総合病院
パス作成研修

福井総合クリニック

2018.03.03

福井総合クリニック

福井総合病院におけるパス作成の実地研修

4

福井総合病院 秘書室 坂下香苗様
要 TEL：0776‐59‐1300
E-mail：fgh@mug.biglobe.ne.jp

2017-兵庫-講演-211

神戸赤十字病院
クリニカルパス講演会

神戸赤十字病院

2018.02.13 17：30-19：00 兵庫県神戸市

神戸赤十字病院研修室

医療・経営の質向上へ導くクリニカルパスへの
関わり方

1

神戸赤十字病院 医事課 谷口様
要 TEL：078‐241‐9210
E-mail：k-taniguchi@kobe.jrc.or.jp

2017-長野-講演-212

第3回信州クリニカルパス研
究会 クリニカルパス講座

長野
信州クリニカルパス研究会

2018.03.10 12：00-17：00 長野県松本市

学校法人松商学園
松本大学

各職種からみた医療の質

1

長野市民病院 診療情報管理室 池田也秀様
否 TEL：026-295-1199
E-mail：clinical_pathway@hospital.nagano.nagano.jp

2017-岡山-講演-213

岡山市立市民病院 第2回公
開クリニカルパス大会

岡山市立市民病院

2018.03.29 17：00-19：30 岡山県岡山市

岡山市立市民病院
1階多目的ホール

パスをもっと便利に

1

要

2017-山形-講演-214

平成29年度日本海総合病院
日本海総合病院
クリニカルパス大会・講演会 クリニカルパス委員会

2018.03.06 18：00-19：30 山形県酒田市

日本海総合病院
2F 講堂

病院マネジメントとクリニカルパスについて

1

日本海総合病院 循環器内科 菅原重生先生
要 TEL ：0234‐26‐2001
E-mail：s-suga@nihonkai-hos.jp

静岡県駿東郡長
泉町

8：30-18：00 福井県福井市

3階

もっと素敵に!!

白井

智子様

国家公務員共済組合連合会 広島記念病院
副院長 宮本勝也先生
TEL ：082‐292‐1271
E-mail：kmiya0710@yahoo.co.jp

岡山市立市民病院 診療情報管理室 松本 将典様
TEL：086-737-3000(代)
E-mail：shiminbyouin_shinryoujouhou@okayamagmc.or.jp

