
9-6学会・講演会・研修会に参加

参加者 学会/講演会/研修会名 開催回 開始日 終了日 県 市(町)

阪本　和也 三重県の地域医療を考える会 2015/4/4 2015/4/4 三重 津

川出　陽一 三重県医療政策等情報交換 2015/4/17 2015/4/17 三重 松阪

川出　陽一 南海トラフ地震の対応講演会 2015/5/28 2015/5/28 三重 津

川出　陽一 第８５回西日本ブロック病院事務長会議 2015/6/4 2015/6/5 京都

伊藤　陽子 私立医科大学医療事務研究会 2015/6/17 2015/6/19 長野

川出　陽一 第２０回緩和医療学会学術大会 第20回 2015/6/18 2015/6/20 神奈川 横浜

海津　尚美 平成27年度津市がん検診・特定健診等に関わる説明会 2015/6/22 2015/6/22 三重 津

宇佐美　純子 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修参加のため 2015/6/26 2015/6/26 三重 津

阪本　和也 三重中勢緩和ケア研究会運営 2015/6/27 2015/6/27 三重 津

川出　陽一 第７４回病院事務長会議 第74回 2015/7/2 2015/7/3 愛媛 松山

川出　陽一 地域医療構想を考える会 2015/7/7 2015/7/7 三重 四日市

伊藤　陽子 脳卒中医療連携研究会合同情報交換会参加 2015/7/10 2015/7/10 三重 津

橋爪　佳代 三重脳卒中医療連携研究会合同情報交換会 2015/7/10 2015/7/10 三重 津

西岡　聡 平成27年度第1回私学共済事務担当者連絡会 2015/7/16 2015/7/16 三重

阪本　和也 三重銀行講演会2015 2015/7/21 2015/7/21 三重 津

川出　陽一 第16回アジア静脈経腸栄養学会学術大会 第16回 2015/7/23 2015/7/26 愛知 名古屋

川出　陽一 第１６回アジア静脈経腸栄養学会学術大会 第16回 2015/7/24 2015/7/26 愛知 名古屋

長谷川　聡 産業廃棄物処分場の見学 2015/7/24 2015/7/24

安井　智美 マイナンバー対策セミナー 2015/7/24 2015/7/24 愛知 名古屋

伊藤　陽子 電子カルテ新システム導入準備に伴う病院見学 2015/7/29 2015/7/29 愛知 名古屋

宇佐美　純子 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱコーディネーター養成研修会出席のため 2015/7/31 2015/7/31 三重 津

松岡　昌寿 労災診療費算定実務研修会開催について 2015/8/6 2015/8/6 三重 津

伊藤　陽子 大腿骨頚部骨折地域連携パス情報交換会参加 2015/8/10 2015/8/10 三重 松阪

西岡　聡 マイナンバー制度への対応実務 2015/8/18 2015/8/18 愛知 名古屋

馬渕　知希 第94回　七栗ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝセミナー出席の為 第94回 2015/8/21 2015/8/21 三重 津

馬渕　知希 医事関係職員勉強会出席の為 2015/8/27 2015/8/27 三重 津

長谷川　聡 医療事故調査制度の説明会参加 2015/9/9 2015/9/9

川出　陽一 病院トップマネジメント研修 2015/9/10 2015/9/11

阪本　和也 七栗緩和ケアセミナー運営 2015/9/12 2015/9/12 三重 津

宮田　学 七栗緩和ケアセミナー出席 2015/9/12 2015/9/12 三重 津

長谷川　聡 安全運転管理者講習会へ参加のため 2015/9/14 2015/9/14 三重 津

長谷川　聡 安全運転管理者講習会へ参加のため 2015/9/15 2015/9/15 三重 津

宇佐美　純子 みえﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌｫｰﾗﾑ2015　ﾗﾝﾁ企画部会 2015/9/15 2015/9/15 三重 津

阪本　和也 ID-LINK実務者会議 2015/9/17 2015/9/17 三重 津

長谷川　聡 医療事故調査制度の説明会参加 2015/9/25 2015/9/25 愛知

宇佐美　純子 みえﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌｫｰﾗﾑ2015　第２回ﾗﾝﾁ企画部会 2015/9/28 2015/9/28 三重 津

川出　陽一 第８６回西日本ブロック病院事務長会議出席 第86回 2015/10/1 2015/10/2 福岡 福岡

西岡　聡 改正労働者派遣法説明会 2015/10/8 2015/10/8 三重 津

馬渕　知希 接遇研修会参加の為 2015/10/20 2015/10/20 三重 津

宮田　学 第38回日本私立医科大学病院西日本ブロック用度業務研究会 第38回 2015/10/23 2015/10/23 岡山

川出　陽一 第75回病院事務長会議総会 第75回 2015/11/5 2015/11/6川出　陽一 第75回病院事務長会議総会 第75回 2015/11/5 2015/11/6

阪本　和也 全国がん登録実施説明会参加 2015/11/6 2015/11/6 三重 伊勢

阪本　和也 自由民主党政経セミナー参加 2015/11/8 2015/11/8 三重 津

川出　陽一 藤田学園産学連携講演会　医療介護現場での食の産学連携 2015/11/17 2015/11/17 愛知

長谷川　聡 星光ビルサービス(株)全国技能コンクール見学のため 2015/11/20 2015/11/20 大阪

伊藤　陽子 全国がん登録実施に係る研修会参加 2015/11/20 2015/11/20 三重 松阪

川原田　崇人 がん登録説明会 2015/11/20 2015/11/20 三重 松阪

阪本　和也 三重緩和医療研究会運営 2015/11/22 2015/11/22 三重 津

宮田　学 三重緩和医療研究会運営 2015/11/22 2015/11/22 三重 津

馬渕　知希 第95回　七栗ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝセミナー出席の為 第95回 2015/11/27 2015/11/27 三重 津

宇佐美　純子 みえボランタリーﾌｫｰﾗﾑ12/6実施　打ち合わせ 2015/12/1 2015/12/1 三重 津

川出　陽一 三重大学防災訓練　第一HP・企画部共同参加 2015/12/8 2015/12/8 三重 津

長谷川　聡 医療事故調査制度と医療安全シンポジウムに参加 2015/12/19 2015/12/19 愛知

伊藤　陽子 2016年度診療報酬改定研修参加 2016/1/14 2016/1/14 愛知 名古屋

川原田　崇人 全国がん登録実務担当者研修の為 2016/1/20 2016/1/20 三重 松阪

川出　陽一 病院経営の全体最適に向けて・診療報酬改定含む 2016/2/10 2016/2/10 大阪

松岡　昌寿 医療事務職員研修会 2016/2/17 2016/2/17 三重 津

宇佐美　純子 第36回西日本ブロック庶務研究会 第36回 2016/2/19 2016/2/19 愛知 名古屋

川出　陽一 第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会 第31回 2016/2/25 2016/2/27 福岡

橋爪　佳代 脳卒中医療連携研究会合同情報交換会 2016/3/16 2016/3/16 三重 津

橋爪　佳代 診療報酬改定研修会 2016/3/17 2016/3/17 三重 津

長谷川　聡 事業計画打合せ　 2016/3/23 2016/3/23

橋爪　佳代 診療報酬改定時集団指導 2016/3/24 2016/3/24 三重 津

久保　亜希子 2016年度診療報酬改定対策セミナー参加の為 2016/3/25 2016/3/25 大阪

阪本　和也 七栗緩和ケアセミナー運営 2016/3/26 2016/3/26 三重 津

宮田　学 七栗緩和ケアセミナー運営 2016/3/26 2016/3/26 三重 津
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