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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

受講 事前
単位 申込

研修テーマ

2018-熊本-講演-232

済生会熊本病院
クリニカルパス講座

済生会熊本病院

2019.02.13

14：30-17：20 熊本県熊本市

済生会熊本病院
外来がん治療センター4階
コンベンションホール

①クリニカルパスの基礎

2018-岩手-講演・実技-253

岩手県医療局主催
クリニカルパス研修会

岩手県医療局

2019.02.09

10：00-16：30 岩手県盛岡市

エスポワールいわて
大中ホール

2018-東京-講演-254

厚生労働省標準規格『看護実践用語標準
マスター』利活用セミナー －標準マス
ターを上手に使おう！－

一般財団法人 医療情報シス
2019.02.02
テム開発センター

14：00-17：00 東京都新宿区

2018-兵庫-講演-255

兵庫医科大学病院クリニカルパス大会

兵庫医科大学病院クリニカルパ2019.01.18

17：30-19：00 兵庫県西宮市

2018-静岡-講演-256

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 2019.02.01
委員会

18：00-19：00

2018-群馬-講演-257

伊勢崎市民病院クリニカルパス大会

伊勢崎市民病院

2019.02.05

18：15-20：00 群馬県伊勢崎市

伊勢崎市民病院 10 階大会議室

2018-愛知-講演-258

名古屋第一赤十字病院パス講演会

名古屋第一赤十字病院

2019.02.28

18：00-19：00 愛知県名古屋市

名古屋第一赤十字病院

2018-福井-実技-259

第5回福井総合病院
パス作成研修

福井総合クリニック

2019.03.09

8：30-18：00

福井総合クリニック

2018-愛媛-講演-260

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

2019.01.26

13：00-17：00 愛媛県松山市

四国がんセンター

2018-岩手-実技-261

岩手県立磐井病院
岩手県立磐井病院
平成30年度 公開クリニカルパス委員コア
岩手県立病院医学会
メンバー研修会

2019.02.01

15：30-17：30 岩手県一関市

岩手県立磐井病院
2階多目的会議室

2018-岩手-講演-262

岩手県立磐井病院
平成30年度 公開クリニカルパス大会

岩手県立磐井病院
岩手県立病院医学会

2019.02.01

18：00-19：40 岩手県一関市

2018-長野-講演-263

第4回信州クリニカルパス研究会
クリニカルパス講座

長野県
信州クリニカルパス研究会

2019.02.16

2018-愛知-講演-264

第57回大同病院クリニカルパス大会
特別講演

2018-東京-講演・実技-265

2018-兵庫-講演-266

問い合わせ先

2

済生会熊本病院 医療情報部 塩見 智恵子様
要 TEL ：096-351-8000
アドレス:chieko-shiomi@saiseikaikumamoto.jp

グループワーク ワールドカフェ
「標準化、電子化及び個別性」(仮)

2

岩手県医療局 業務支援課 佐々木梢様
要 TEL：019‐629‐6340
アドレス：kozue-sasaki@pref.iwate.jp

公益社団法人東京都看護協会
サークル室

BOMから考える医療記録のあり方

2

要

兵庫医科大学平成記念会館講堂

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

兵庫医科大学 病院事務部診療支援課 寺田 英司様
要 TEL：0798‐45‐6518
アドレス：terada-h@hyo-med.ac.jp

県立静岡がんセンター
階 しおさいホール

バリアンスの評価と活用、電子パスの標準化

1

否

これからに繋がる・繋げるパス
～ ERAS を理解してクリニカルパスに活かそう ～

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

1

名古屋第一赤十字病院 看護部西11階B 山﨑明美様
要 TEL ： 052‐481‐5111
E-mail：

4

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

1

要

アウトカム志向でパスをつくろう！

1

岩手県立磐井病院 医事経営課 藤原 明様
要 TEL：：019‐23‐3452
E-mail：akira-fujiwara@pref.iwate.jp

岩手県立磐井病院
2階多目的会議室

パスから考えよう。看護記録の効率化
～どんな記録を残したいですか？～

1

岩手県立磐井病院 医事経営課 藤原 明様
要 TEL：：019‐23‐3452
E-mail：akira-fujiwara@pref.iwate.jp

12：00-16：30 長野県松本市

佐久市佐久平交流センター

パスを支える看護師たち

2

長野市民病院 経営企画課 池田様
否 TEL：026-295-1199
E-mail：clinical_pathway@hospital.nagano.nagano.jp

社会医療法人宏潤会大同病院 2019.02.26

17：30-19：00 愛知県名古屋市

だいどうクリニック

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

社会医療法人宏潤会 大同病院
副院長 兼 呼吸器・心臓血管外科部長
クリニカルパス委員会 委員長 松山孝昭先生
TEL：052-611-6261 E-mail：matsu@daidohp.or.jp

パス関東友の会
第6回勉強会

クリニカルパス関東友の会

2019.02.10

12：30-18：00 東京都新宿区

国立国際医療研究センター
5階大会議室

今さら聞けないパスの分析～いろんなデータ使っ
ちゃいます～

3

要

国立看護大学校研究過程部 村木泰子様
E-mail：path.de.kanto@gmail.com

近畿赤十字病院
リハビリテーション研修会

神戸赤十字病院

2019.03.02

13：45-14：45 兵庫県神戸市

神戸赤十字病院研修室

クリニカルパスで出来ること －リハビリ編

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

パス大会

静岡県駿東郡長
泉町

福井県福井市

研究所棟１

ほか4つの講義

他

内ケ島講堂 看護に生かすクリニカルパス

福井総合病院におけるパス作成の実地研修

本館3階研修室 わかりやすくて、使いやすいパスをめざそう！

5階講堂

一般財団法人 医療情報システム開発センター
医療情報利活用推進部門 岡峯 栄子様
TEL：03‐3267‐1924
E-mail：eokamine@medis.or.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
TEL：055‐989‐5222
E-mail：k.kamiizumi@scchr.jp,sho.suzuki@scchr.jp
棚橋様

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：kawamura.susumu.nv@mail.hosp.go.jp

