
学会・研修参加状況

開催日 学会・研修会名 主催 人数

10月19日 第50回統一献立会議 パレット 管理栄養士　2

4月3日 クレインの会研修会　コロナ禍における認知症看護を考える 群馬県認知症看護認定看護師会 認知症認定看護師　1

4月6日 表在エコー”達人”への道 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 診療放射線技師　1

4月8日 第121回日本外科学会定期学術集会 日本外科学会 医師　2

4月9日 第118回日本内科学会講演会 日本内科学会 医師　3

4月15日 第107回日本消化器病学会総会 日本消化器病学会 医師　2

4月26日 第65回日本リウマチ学会総会・学術集会 日本リウマチ学会 医師　2

4月26日 ＪＣＲ２０２１アニュアルコースレクチャー 日本リウマチ学会 医師　2

4月27日 藤岡市ケアマネジャー研修会 藤岡市役所地域包括支援センター ケアマネージャー　1

4月28日 第3回福島救急画像診断研究会 富士製薬工業 診療放射線技師　1

4月28日 第80回日本医学放射線学会総会 日本医学放射線学会 医師　1

4月30日 膵臓を極める！ GEヘルスケア・ジャパン株式会社 診療放射線技師　1

5月3日 第5回教育講演会 日本ヘリコバクター学会 医師　1

5月14日 第101回日本消化器内視鏡学会総会 日本消化器内視鏡学会 医師　1

5月20日 第64回日本糖尿病学会年次学術集会 日本糖尿病学会 医師　1

5月29日 令和3年度群馬県主任介護支援専門員研修 社会福祉法人群馬県社会福祉協議会 ケアマネージャー　1

6月4日 第66回日本透析医学会学術集会・総会　　 日本透析医学会 医師　1

6月6日 群馬認知症アカデミー第１６回春の研修会 認知症介護研究・研修東京センター 認知症認定看護師　1

6月10日 第94回日本整形外科学会学術総会 日本整形外科学会 医師　1

6月16日 群馬県看護師長協議会第1回研修会「施設基準と適時調査」（ウェブ） 群馬県看護師長協議会
看護師
GRM　1

6月16日 第１回研究会「コロナ禍における適時調査と関連する特例措置について」 群馬県看護師長協議会 看護師　1

6月17日 第57回日本肝臓学会総会 日本肝臓学会 医師　1

6月18日 第64回日本腎臓学会学術総会 日本腎臓医学会 医師　1

6月23日 ～5分で診療に差をつける～超音波を活かす！ GEヘルスケア・ジャパン株式会社 診療放射線技師　1

6月30日 第29回関西GECT研究会 GEヘルスケア 診療放射線技師　1

7月1日 第29回日本乳癌学会学術総会 日本乳癌学会 医師　1

7月2日 第16回遠州CT懇話会 バイエル薬品 診療放射線技師　1

7月3日 令和3年度群馬県看護協会委員の就任並びに合同委員会の開催について 群馬県看護協会 看護師　1

7月3日～1月22日 認定看護師教育課程(摂食嚥下障害看護分野） 群馬パース大学　看護実践教育センター 看護師　1

7月7日 第76回日本消化器外科学会総会 日本消化器外科学会 医師　1

7月8日 安全運転管理者等講習 群馬県公安委員会 事務　2

7月9日 看護実践に活かすフィジカルアセスメント 群馬県看護協会 看護師　1

7月10日 第1回富士山QQ災害撮影研究会 ゲルベ・ジャパン 診療放射線技師　1

7月11日 FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2021 富士フィルム 診療放射線技師　2

7月16日 群馬県感染症対策連絡協議会　総会・特別講演会（web) 群馬県医師会 ICT　5

7月16日 第15回山口 CT UP DATE seminar バイエル薬品 診療放射線技師　1

7月19日 ２０２１年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 群馬県看護協会 看護師　1

7月22日 家庭を笑顔にする認知症診療 認知症を学ぶ会 認知症認定看護師　1

7月22日 2021年度群馬県医療ソーシャルワーカー協会新人研修 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 MSW　1

7月22日 第57回日本肝癌研究会 日本肝癌研究会 医師　1

7月29日 第123回急性期災害医療（レベルⅠ）コース 前橋赤十字病院 臨床工学技士　1

7月30日 膵尾部はどうやって観察すれば良いですか GEヘルスケア・ジャパン株式会社 診療放射線技師　1

7月31日 マンモグラフィ　オンラインユーザーセミナー キヤノンメディカルシステムズ 診療放射線技師　1

8月1日 　'２１「重症度、医療・看護必要度」評価者及び院内指導者研修 日本臨床看護マネジメント学会 看護師　5

8月7日 クレインの会研修会 群馬県認知症看護認定看護師会 認知症認定看護師　1

8月9日 令和3年度透析療法従事職員研修 日本腎臓財団 臨床工学技士　1

8月15日 MSW新人研修 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 MSW　1

8月24日 看護職員認知症対応力向上研修 群馬県看護協会 看護師　2

9月25日 認知症高齢者の治療とケアを多職種チームと共に 日本老年看護学会 認知症認定看護師　1

8月26日 Part1.エコーを活かす乳房超音波の手技と使い方 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 診療放射線技師　1

8月27日～11月25日 令和３年度介護支援専門員専門研修課程Ⅱ 群馬県社会福祉協議会 ケアマネージャー　1

8月28日 第51回学術大会　　　 日本病院薬剤師会関東ブロック 薬剤師　1

8月28日 理学療法士・作業療法士臨床実習指導者講習会　 群馬県作業療法士会 作業療法士　1

8月28日 第29回乳癌基礎研究会 乳癌基礎研究会 医師　1

9月1日 2021年度Ｘ線ＣＴ認定技師　更新ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ 日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構 診療放射線技師　1



9月1日～10月14日 2021年度X線CT認定技師更新講習会 日本X線CT専門技師機構 診療放射線技師　1

9月2日 ２０２１年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル（開講式他） 群馬県看護協会 看護師　1

9月10日 第62回日本人間ドック学会学術大会 日本人間ドック学会 医師　1

9月11日 身元保証問題と生活保護支援 群馬県医療ソーシャルワーカー協会　東毛ブロック会 MSW　2

9月12日 MSW新人研修 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 MSW　1

9月17日 第57回日本医学放射線学会秋季臨床大会　 日本医学放射線学会 医師　1

9月18日 第26回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 日本糖尿病教育・看護学会 看護師　1

9月18日～11月1日 JSS関東甲信越　第47回地方会学術集会 日本超音波検査学会 診療放射線技師　1

9月19日 第36回日本環境感染学会総会・学術集会 愛知医科大学院医学研究科臨床感染症学 看護師　1

9月19日～20日 第36回日本環境感染学会・学術集会（web) 日本環境感染学会 感染管理認定看護師　１

9月25日 第2回CTGUMセミナー 日本放射線技術学会 診療放射線技師　1

10月1日 がん性疼通の理解と看護 群馬県看護協会 看護師　1

10月1日～3月31日 告示研修（基礎研修） 日本診療放射線技師会 診療放射線技師　2

10月7日～11月6日 第47回　日本診療情報管理学会学術大会（オンライン） 日本診療情報管理学会 診療情報管理士　3

10月9日 第49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 日本歯科麻酔学会 医師　1

10月12日～1月29日 2021年度第2回放射線管理士認定講習 日本診療放射線技師会 診療放射線技師　1

10月12日～3月6日 放射線管理士e-ラーニング 日本放射線技師会 診療放射線技師　2

10月12日～3月6日 放射線機器管理士e-ラーニング 日本放射線技師会 診療放射線技師　1

10月15日 令和3年度群馬県教育・保育キャリアアップ研修　第3期・ｅラーニング② 群馬県社会福祉協議会 保育士　2

10月16日 認定作業療法士取得研修（選択研修）身体障害 日本作業療法士協会 作業療法士　1

10月20日 防火管理再講習 日本防火・防災協会 事務　1

10月23日 第176回　マンモグラフィ技術更新講習会（東京） 精中機構 診療放射線技師　1

10月23日 第176回マンモグラフィ技術更新講習会 富士フィルム本社 診療放射線技師　1

10月30日 うつ・自殺予防研修会 群馬県看護協会 看護師　5

11月1日 人工呼吸療法を受ける患者への基本的な看護援助 群馬県看護協会 看護師　1

11月4日 第29回日本消化器関連学会週間（ＪＤＤＷ２０２１） 日本消化器関連学会機構 医師　4

11月5日 上毛大橋クリニック透析リハ場面見学 医療法人三矢会　上毛大橋クリニック
理学療法士　1
作業療法士　1

11月10日～12月1日 第２５回群馬県看護学会 群馬県看護協会 看護師　2

11月11日 令和３年度　医療安全セミナー 厚生労働省関東信越厚生局 GRM　1

11月11日 介護予防ケアプラン作成研修会 高齢者あんしんセンターMWS日高南 ケアマネージャー　1

11月11日 R3年度　医療安全セミナー（ウェブ） 関東甲信越厚生局 GRM　1

11月13日 認定作業療法士取得研修（共通研修）研究法⑤ 日本作業療法士協会 作業療法士　1

11月15日 インフルエンザ（web) 塩野義製薬会社 感染管理認定看護師　１

11月17日 第2回研究会「抑制しない看護」 群馬県看護師長協議会 看護師　1

11月17日 アルコール依存症の診断と治療に関するeラーニング研修 日本消化器関連学会機構 医師　1

11月20日 第19回認定更新者用講習会 日本糖尿病療養指導士認定機構 看護師　1

11月24日 医療通訳派遣制度検討に係る意見交換会 群馬県地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進課 事務　1

11月25日 医師事務作業補助者コース　オンライン研修会 日本病院会 事務　2

11月26日 第３１回日本乳癌検診学会学術総会 日本乳癌検診学会 医師　1

11月28日 アルコール依存症の診断と治療に関するeラーニング研修
日本アルコール・アディクション医学会
日本肝臓学会

医師　2

12月2日 第1回高崎総合医療センター地域連携学習セミナー「COVID-19」（web) 高崎総合医療センター 感染管理認定看護師　１

12月3日 初めてのプリセプター 群馬県看護協会 看護師　1

12月11日～12日 社会福祉士指導者講習会 群馬県社会福祉士会 MSW　1

12月12日
第２回全体研修アドバンスケアプランニング
～臨床倫理に基づく意思決定支援～

群馬県医療ソーシャルワーカー協会 MSW　1

12月15日 不当要求防止責任者講習 群馬県暴力追放運動推進センター 事務　1

12月15日 褥瘡・創傷ケア（中級編）～看護実践能力を高めるための知識と技術～ 群馬県看護協会 看護師　1

12月23日 令和３年度依存症回復支援者研修会
群馬県健康福祉部薬務課
群馬県こころの健康センター

MSW　1

1月7日 第40回北関東病院感染対策懇話会（web)
大正製薬、群馬県臨床検査技師会、
群馬県医師会

ICT　5

1月5日～2月28日 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全管理のための研修 日本放射線技師会 診療放射線技師　1

1月19日 第40回北関東病院感染対策懇話会 北関東病院感染対策懇話会・大正製薬 ICT　5

1月26日～2月26日 群馬ストーマリハビリテーション講習会2022　　　 群馬ストーマリハビリテーション講習会実行委員会 看護師　2

1月28日 看護職員等処遇改善セミナー ㈱日本経営 事務　2

2月4日 令和３年度認可外保育施設研修 群馬県（群馬県社会福祉協議会） 保育士　4

2月5日 関東支部第368回例会 一社）日本消化器病学会 医師　1

2月5日～6日 臨床実習指導者講習会 高崎健康福祉大学 理学療法士　1



2月7日 高齢者虐待予防研修会 神川町地域包括支援センター ケアマネージャー　1

2月10日 2021年度　個人情報管理・担当責任者養成研修会ベーシックコース 全日本病院協会 事務　2

2月17日 令和３年度群馬県教育・保育関係施設長研修会 群馬県生活こども部私学・子育て支援課保育係 保育士　1

2月19日 カプセル内視鏡WEBセミナー　小腸カプセルセミナー　 コヴィディエンジャパン(株) 医師　1

2月21日 転倒・転落予防を考える（ウェブ） 東京看護協会
看護師　1
GRM　1

2月23日 第6回北関東消化器内視鏡懇談会 北関東消化器内視鏡懇談会 医師　1

2月26日 カプセル内視鏡WEBセミナー　大腸カプセルセミナー　 コヴィディエンジャパン(株) 医師　1

3月1日 VTE医療安全オンラインセミナー コヴィディエン ジャパン（株） GRM　1

3月4日 診療報酬改定2022V3.2（ウェブ） 看護師長協議会
看護師
GRM　1

3月4日 第3回研究会「看護管理と病院経営」 群馬県看護師長協議会 看護師　1

3月5日 医療安全推進全体フォーラム「マニュアル再考」（ウェブ） 認定病院患者安全推進協議会 GRM　1

3月5日 2021年度患者安全推進全体フォーラム 日本医療機能評価機構 GRM　1

3月11日 第86回日本循環器学会学術集会　　　 日本循環器学会 医師　1

3月12日 第110回　診療情報管理士生涯教育研修会（オンライン） 日本診療情報管理学会 診療情報管理士　1

3月12日 第110回診療情報管理士生涯教育研修会 日本診療情報管理学会 事務　1

3月12日 ソーシャルワークとしての実践～実践に自信を持つために～ 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 MSW　1

3月12日～13日 日本臨床腫瘍薬学会学術大会２０２２ 日本臨床腫瘍薬学会 薬剤師　1

3月19日 令和3年度医療事業部研修会（オンライン） 公益社団法人群馬県栄養士会 管理栄養士　1

3月20日 タスク･シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 日本臨床衛生検査技師会 臨床検査技師　1

3月20日～25日 令和３年度認可外保育施設研修・リスクマネジメント研修 群馬県（群馬県社会福祉協議会） 保育士　1

3月23日 認定電気工事従事者認定講習 電気工事技術講習センター 事務　1


