
北診研発第 15 号 

令和元年 5月 20日 

 

賛助会員の施設の長 各位 
 

                   北陸診療情報管理研究会 

                      会長  寺田 光宏 

 [公印省略] 

                   
                          

第 51回北陸診療情報管理研究会及び第 33回診療情報管理実務研修会 
の開催について（ご案内） 

 
謹啓 新緑の候、貴殿におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、本会の活動に格別のご理解を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、この度標記研究会を下記のとおり開催致します。今回は、「診療情報と病院経営マ

ネジメントをつなぐ」と題しまして専門分野でご活躍されております先生方にご講演をお

願い致しました。また、診療情報管理業務の質の向上を目的に、標記研修会を併せて行い

ます。 

つきましては、ご多忙のことと存じますが、関係者のご派遣に格別のご高配を賜ります

ようお願い致します。 

謹白 

 

記 

 

1．日 時：  令和元年 6月 22日（土）  

10:15～11:45 第 33回診療情報管理実務研修会 

13:00～16:30 第 51回北陸診療情報管理研究会 

2．開催場所：  福井赤十字病院 栄養管理棟 3 階 講堂 

3．内 容：  第 51 回北陸診療情報管理研究会 

         メインテーマ「診療情報と病院経営マネジメントをつなぐ」 

※詳細は別紙のとおり 

4．参 加 費：  研究会参加費    (賛助会員) 1,000円 

                               (非賛助会員)2,000円 

        実務研修会参加費                  500円 

5．開催病院： 福井赤十字病院  

〒918-8501 福井県福井市月見２丁目 4－１ 

Tel：0776-36-3630（代）  

Ｅ-mail：ｂｙｏｒｅｋｉ@ｆｕｋｕｉ-ｍｅｄ.ｊｒｃ.ｏｒ.ｊｐ 

 

（事務局）厚生連高岡病院 医事課 大橋 美貴 

                  〒933-8555 富山県高岡市永楽町 5-10 

Tel：0766-21-3930（代） 

E-mail：hokurikuhim@kouseiren-ta.or.jp 

 

mailto:hokurikuhim@kouseiren-ta.or.jp


北診研発第 16 号 

令和元年 5月 20日 

会員各位 
                   北陸診療情報管理研究会 

                      会長  寺田 光宏 

 [公印省略] 

                   
                          

第 51回北陸診療情報管理研究会及び第 33回診療情報管理実務研修会 
の開催について（ご案内） 

 
謹啓 新緑の候、貴殿におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、本会の活動に格別のご理解を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、この度標記研究会を下記のとおり開催致します。今回は、「診療情報と病院経営マ

ネジメントをつなぐ」と題しまして専門分野でご活躍されております先生方にご講演をお

願い致しました。また、診療情報管理業務の質の向上を目的に、標記研修会を併せて行い

ます。 

つきましては、ご多忙のことと存じますが、関係者のご派遣に格別のご高配を賜ります

ようお願い致します。 

謹白 

 

記 

 

1．日 時：  令和元年 6月 22日（土）  

10:15～11:45 第 33回診療情報管理実務研修会 

13:00～16:30 第 51回北陸診療情報管理研究会 

2．開催場所：  福井赤十字病院 栄養管理棟 3 階 講堂 

3．内 容：  第 51 回北陸診療情報管理研究会 

         メインテーマ「診療情報と病院経営マネジメントをつなぐ」 

※詳細は別紙のとおり 

4．参 加 費：  研究会参加費    (賛助会員) 1,000円 

                               (非賛助会員)2,000円 

        実務研修会参加費                  500円 

5．開催病院： 福井赤十字病院  

〒918-8501 福井県福井市月見２丁目 4－１ 

Tel：0776-36-3630（代）  

Ｅ-mail：ｂｙｏｒｅｋｉ@ｆｕｋｕｉ-ｍｅｄ.ｊｒｃ.ｏｒ.ｊｐ 

 

（事務局）厚生連高岡病院 医事課 大橋 美貴 

                  〒933-8555 富山県高岡市永楽町 5-10 

Tel：0766-21-3930（代） 

E-mail：hokurikuhim@kouseiren-ta.or.jp 

 

                   
                     



第 51回 北陸診療情報管理研究会 

第 33回 診療情報管理実務研修会 

第 52回 福井県診療情報管理懇話会共催 

 

日時：令和元年 6月 22日（土）10：15～16：30 

会場：福井赤十字病院 栄養管理棟 3階 講堂  

研修会受付（9：45～10：15） 

第 33 回診療情報管理実務研修会（10：15～11：45） 

   司会  福井赤十字病院 医療情報課長               櫻井 慎二 

講義  （10：15～11：30） 

  『大規模災害における診療記録の重要性  

      ～診療記録の標準化と診療情報の活用～』 

   講師  福井赤十字病院 麻酔科部長 災害救護支援室副室長 

               日赤災害医療コーディネーター       白塚 秀之 

質疑応答（11：30～11：45） 

 

研究会受付（12：30～13：00）  

第 51 回北陸診療情報管理研究会（13：00～16：30） 

   司会  福井赤十字病院 医療情報課長               櫻井 慎二 

総会  （13：00～13：10）  

開会挨拶（13：10～13：20） 

   北陸診療情報管理研究会会長  厚生連高岡病院 副院長       寺田 光宏 

   福井県診療情報管理懇話会会長 福井厚生病院  院 長       羽場 利博 

   開催病院           福井赤十字病院 院 長       髙木 治樹 

メインテーマ 『診療情報と病院経営マネジメントをつなぐ』 

特別講演（13：20～14：50） 

   座長  福井赤十字病院 副院長                  小松 和人 

  『診療報酬改定から見る医療制度改革の方向性  

      ～診療情報管理部門が知っておくべき最新情報 現状と課題～』 

   講師  一般社団法人日本血液製剤機構事業本部 事業戦略部 参事  谷澤 正明 

質疑応答  （14：50～15：00） 

休  憩  （15：00～15：10） 

シンポジウム（15：10～16：25） 

   座長  福井赤十字病院  副院長                 小松 和人 

       福井赤十字病院  事務副部長               渡辺 速美 

   演者  市立砺波総合病院 事務局総務課経営管理係 

                兼 医療情報部医療情報管理室主査    三谷 厚志 

       国立大学法人金沢大学附属病院 医事課診療情報管理係長   山田 雅之 

       福井県立病院 診療録管理室主任            宇都宮 まなみ 

閉会挨拶  （16：25～16：30） 

次回開催病院挨拶 



 　第51回北陸診療情報管理研究会
　 　第33回診療情報管理実務研修会  申込書

１．

２．参加者　（参加される会に○印をつけてください。）　

職名 氏名　（ふりがな）
第33回研修会
（10:15～
          11:45)

第51回研究会
（13:00～
          16:30)

３．

４．

準備の都合上６月７日（金）までに、下記へご送信ください。（FAXの送信票は不要です）

FAX：０７７６－３６－４１３３

福井赤十字病院　医療情報課　中野　里加　宛

※参加申込は、上記開催病院の電子メール又はこちらの参加申込書をFAXでお願いいたします。
電子メールの場合、参加申込書の内容をメール本文に記載してください。

★会場案内は別紙添付してあります。

Ｅ-mail：byoreki@fukui-med.ｊｒｃ.ｏｒ.ｊｐ

　第３３回実務研修会の講演「大規模災害における診療記録の重要性～診療記録の標準化と診
療情報の活用～」について、この機会に先生に聞きたいことや知りたいことがありましたらお書き下
さい。

　第５１回研究会特別講演「診療報酬改定から見る医療制度改革の方向性～診療情報管理部門
が知っておくべき最新情報　現状と課題～」や、テーマとなっている「診療情報と病院経営マネジメ
ントをつなぐ」についてのご質問やご意見がありましたらお書き下さい。

所属

施設名

県名

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail



【福井赤十字病院までの交通アクセス】 

 JR 福井駅 → 京福バス 15～20 分 赤十字病院 下車 

 JR 福井駅 → 福井鉄道福武線 10 分 赤十字前駅 下車 → 徒歩 5 分 

 JR 福井駅 → タクシー6 分 

 北陸自動車道福井 I.C → 車 15 分 

《アクセスMAP》 

 

《駐車場MAP》 

 

 

構内駐車場をご利用ください。

正面ゲート、西ゲートどちらか

らでも入出庫できます。 
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