
令和 2年 7月 8日 

会 員 各 位

(公社)日本医業経営コンサルタント協会

会長 永山 正人

継続研修実施予定のご案内 

当案内に関する問合先：事務局 事業部事業第一課

直通 TEL:03-5275-6993

代表ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5275-6996 

実施が承認・予定されている継続研修等について、下記のとおりご案内いたします。

会員の方は、原則としていずれの研修も受講できます。

受講をご希望の際は、準備の都合等がありますので、なるべく事前にお申込ください。

記 

１．協会本部主催研修（問合せ先 事業部 ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5275-6996） 

研修名 開催日 予定会場 履修時間 備 考 

新入会員研修
動画配信中 

※2021 年 3 月 31 日迄 
－ ４時間 

受講対象者に 

ご案内済み 

一般公開

医業経営実務講座

(H31.4 より履修認定開始)

７月 11 日(土) 

７月 25 日(土) 

７月 26 日(日) 

８月 １日(土) 

８月 29 日(土) 

CIVI 研修センター 

日本橋 

各日 

計６時間 

協会HP内、 

[実務講座]案内画面

をご確認ください

(当日申込不可)

※ホスピタルプラザビル：本部事務局所在ビル(東京) 

２．継続研修委託団体主催研修（詳細・お申込については、各主催団体まで事前にお問合せください。）

主催者・問合先／開催日 主な研修内容 
講師等 

(敬称略) 

開催地・

認定時間 

メディカル・マネジメント・プランニング・グループ

MMPG 九州会 

093-651-5533 

７月 11 日(土) 

※7/11 以降配信予定

令和２年度診療報酬改定と地域医療構想 

-中長期的なﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞをどう考えるか- 
尾形 裕也

動画配信 

３時間

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5456） 

７月 31 日(金) 医療インバウンドのこれまで、これから 川崎 宣輝
東京 

２時間

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や、政府の方針等に伴い、予定が大きく

変更する場合がありますのであらかじめご了承願います。 



３．支部主催研修（詳細・お申込については、各主催支部まで事前にお問合せください。）

主催者・問合先 開催日 主な研修内容 
講師等 

(敬称略) 

開催地・ 

認定時間 

北海道支部 

011-707-8614 
９月５日(土) 

地域医療構想セミナー 

「北海道の地域医療構想の現状と今後

の展望について」 

鈴木 健彦

竹澤 孝夫

徳田 禎久

佐古 和廣

西澤 寛俊

札幌 

計４時間

岡山県支部 

0868-31-0811 
７月 29 日(水)

【ビデオ】ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ時代の情報

システムと医療機関にもとめられるもの

兵藤 敏美

岡山 

計６時間
【ビデオ】医療機関業務効率実現のため

の WEB 問診の活用 

【ビデオ】医療における AI の活用につ

いて -AI 問診による働き方改革の事例-

毛塚 牧人

阿部 吉倫

熊本県支部 

096-351-6225 

７月 15 日(水)

【開催延期】 

※日程未定

【ビデオ】医療機関業務効率実現のため

の WEB 問診の活用 

【ビデオ】医療における AI の活用につ

いて -AI 問診による働き方改革の事例-

毛塚 牧人

阿部 吉倫

熊本 

計４時間

＜【ビデオ】：ビデオ(DVD)研修として、各講座 2 時間＞

４．継続研修履修認定学会等

＜履修確認について＞ 

・学会・セミナー等の履修確認は、参加証・領収証等の受講が確認できるもの(コピー可)を、当協会本部に提出

されることにより行います。 

・履修の届出は、随時受け付けておりますので、協会本部までお送りください。 

・送付先は、当協会事業部事業第一課まで。会員番号と氏名を明記のうえ、FAX(03-5275-6992)、PDF ファイル化

されたデータの添付メール(kensyu@jahmc.or.jp 宛て)、郵送のいずれかで送付してください。 

＜注意事項＞ 

・参加方法は、各催事のホームページ等で詳細をご確認ください。 

・下記で認定している展示会・セミナー等を除き、学会・大会等に併設されている単体で入場可能な市民公開講

座・展示等のみの参加は履修対象となりませんので、ご注意ください。 

・履修認定学会等の履修時間は、１登録期間で上限 20時間です。 

催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 認定時間 

日本医療機器学会大会(第 95 回) 

【Web 開催に変更】

http://www.js

mi.gr.jp/conn

ection/ 

６月 11 日(木)

   ～13 日(土)

9/20-10/19 配信

パシフィコ横浜ノース ３時間 

NPO 法人内部統制評価機構(医療経

営総合研究所)主催セミナー 

「コンサルタント向け ビッグデー

タ解析オンラインセミナー」 

当協会 HP 内

履修認定学会

のページをご

参照ください

７月 15 日(水) ※Web セミナー ３時間 

医療関連サービス振興会 

第 264 回月例セミナー「昨今の感染

症の動向について」 

https://ikss.

net/ 
７月 31 日(金)

日比谷コンベンション

ホール 

(東京)

２時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会 アドバンストコース(名古屋) 

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

８月 22 日(土)
WINCあいち 愛知県産業

労働センター 
３時間 

日本病院会 

病院長・幹部職員セミナー 

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

８月 27 日(木)

   ～28 日(金)

イイノホール 

(東京)
３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「社会福祉施設経営実務セミナー」

【Web開催に変更】 

※配信日時等は右記HPを参照

https://www.w

am.go.jp/hp/k

eiei_seminar_

goannai/ 

８月 28 日(金)

９月４日(金) 

会場未発表(東京) 

会場未発表(大阪) 
２時間 



（前記案内をご確認ください。）

催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 認定時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会(第 2クール) 

※9/11-9/12 と同内容 

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

９月４日(金) 

  ～５日(土) 

【申込制限中】

AP 東京八重洲 ３時間 

医療経済学会 研究大会 

(第 15 回) 

【Web開催に変更】

https://www.i

hep.jp/jhea/c

onference/ 

９月５日(土) 

一橋大学千代田キャン

パス 一橋講堂 

(東京)

３時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会(第 2クール) 

※9/4-9/5 と同内容 

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

９月 11 日(金)

   ～12 日(土)

【申込制限中】

AP 東京八重洲 ３時間 

全国有床診療所連絡協議会 総会 

(第 33 回) 

http://www.yo

ushowsin.com/

９月 12 日(土)

   ～13 日(日)
ホテルクレメント徳島 ３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「特別養護老人ホーム経営ｾﾐﾅｰ」 

【Web開催に変更】 

※配信日時等は右記HPを参照

https://www.w

am.go.jp/hp/k

eiei_seminar_

goannai/ 

９月 18 日(金)

９月 25 日(金)

会場未発表(東京) 

会場未発表(大阪) 
２時間 

日本診療情報管理学会 学術大会 

(第 46 回) 

【開催中止】

http://jhim46

.umin.jp/ 

９月 24 日(木)

   ～25 日(金)
福岡国際会議場 ３時間 

全国国保地域医療学会 

(第 60 回) 

【開催中止】

https://www.k

okushinkyo.or

.jp/index/soc

iety/tabid/58

/Default.aspx

９月 25 日(金)

   ～26 日(土)

札幌市民交流プラザ、 

ニューオータニイン札幌
３時間 

全日本病院学会 

(第 62 回) 

【来年度に開催延期】

http://www.co

nvention-

w.jp/ajha62/

９月 26 日(土)

  ～27 日(日)

岡山コンベンションセ

ンター、ホテルグランヴ

ィア岡山 

３時間 

日本精神科医学会 学術総会 

(第 9回) 

【開催中止】

http://www.co

ngre.co.jp/ja

ph9/ 

10 月１日(木) 

   ～２日(金)

ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ ｺﾝｸﾞﾚｺﾝﾍﾞ

ﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

(大阪)

３時間 

日本医療・病院管理学会 学術総会 

(第 58 回) 

【Web開催に変更】

http://www.hcam

.med.kyushu-

u.ac.jp/jsha58/

10 月２日(金) 

  ～３日(土)

JR 九州ホール・JR 博多

シティ会議室 
３時間 

日本医療マネジメント学会 学術総

会(第 22 回) 

http://www.co

ngre.co.jp/jh

m2020/ 

10 月６日(火) 

  ～７日(水)

みやこめっせ、他 

(京都)
３時間 

日本精神科救急学会 学術総会 

(第 28 回) 

【Web開催に変更】

https://ww2.m

ed-

gakkai.org/ja

ep2020/ 

10 月９日(金) 

 ～10 日(土) 

高知県立県民文化ホー

ル 
３時間 

国立病院総合医学会 

(第 74 回) 

【Web開催に変更】

https://site2

.convention.c

o.jp/74nms/ 

10 月 16 日(金)

  ～17 日(土)

朱鷺メッセ、他 

(新潟)
３時間 

全国自治体病院学会 

(第 59 回) 

【来年度に開催延期】

http://www.c-

linkage.co.jp

/59jmha/ 

10 月 29 日(木)

   ～30 日(金)

奈良県コンベンション

センター、なら 100 年開

館 

３時間 

日本病院会 

病院中堅職員育成研修 各コース 

http://www.h

ospital.or.j

p/seminar/ 

コースにより 

開催日別 

日本病院会(ホスピタル

プラザビル)２Ｆ また

は３Ｆ     (東京)

各コース 

修了につき

３時間 

以上


