
令和 2年 11 月 6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 

本部継続研修

[歯科経営専修講座] 
(東京 or Web) 

11 月６日(金) 

     ７日(土) 

ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ５階

または

オンライン受講

計９時間

ご案内済み 

(ﾒﾙﾏｶﾞ・協会

HP 等をご参照

ください)

HOSPEX Japan 2020 

医業経営セミナー＊

(東京) 

11 月 12 日(木) 

  ～13 日(金) 
東京ビッグサイト 

２時間(２日間

開催されるセ

ミナーのうち

１回認定。展

示会参加の２

時間とは別） 

本部継続研修

[サードステージ] 
(東京) 

11 月 19 日(木) 

  ～21 日(土) 

ホスピタルプラザビル

５階

20 時間 

(修了ﾚﾎﾟｰﾄ提

出でさらに 10

時間加算) 

一般公開

医業経営実務講座＊

(H31.4 より履修認定開始)

11 月 21 日(土) 

12 月 12 日(土) 

令和３年１月 16日(土)

２月 20 日(土) 

イオンコンパス 

東京八重洲会議室 

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)

＊一般の方にも公開されます。／※ホスピタルプラザビル：本部事務局所在ビル(東京)

 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。 



２．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 

青森県支部 

0178-43-7051 
11 月６日(金) 

【ビデオ】地域包括ケアの基盤を支える

人材養成と連携・統合 
仲井 培雄

八戸 

２時間

岩手県支部 

019-635-3911 
11 月 28 日(土)

【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求められるもの 

【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－ 

兵藤 敏美

阿部 吉倫

盛岡 

計４時間

福島県支部 

024-925-0388 
12 月 10 日(木)

【ビデオ】医療機関業務効率実現のため

の WEB 問診の活用 
毛塚 牧人

郡山 

２時間

東京都支部 

03-3239-5911 

11 月５日(木) 

  ～６日(金)

医業経営コンサルタントにとってのウ

ィズコロナとは 

事業継続するための資金繰り（コロナ禍

での診療報酬、保険、金融機関、公的補

助金、寄附） 

感染症時の医療機関 BCP の実際（医療機

関の実例、職員の教育・訓練、施設・消

毒・備品調達、死亡時の対応） 

外山 和也

高橋  航

新矢 健治

河北  隆

五十嵐真一

他 

東京 

各日５時間

神奈川県支部 

042-778-2067 

＜配信期間＞ 

12 月中旬頃 
※決定次第、HP 掲

載内容を更新します

コロナウイルスが病院経営に与える影

響と対策 
長 英一郎

Ｗｅｂ配信 

１時間

岐阜県支部 

058-253-5411 

12 月１日(火) 
【ビデオ】これからの診療所経営のあり方

…365日×24時間対応と地域連携の実践手法
佐々木 淳

Ｗｅｂ配信 

各日２時間

12 月２日(水) 
【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－ 
阿部 吉倫

静岡県支部 

053-482-7881 
12 月４日(金) 

各診療科ごとの収入・経費割合分析 

コロナ禍での診療科ごとの収入源分析 

コンサルタントとしての役割 

三浦 康弘
Ｗｅｂ配信 

２時間 

愛知県支部 

052-446-7832 
12 月８日(火) 

政府・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策分科会等

の動向と WITH コロナ時代の病院経営 

WITH コロナ時代の診療所・歯科医院経営

太田 圭洋

鈴木 竹仁

川本 一男

Ｗｅｂ配信 

計４時間 

岡山県支部 

0868-31-0811 
11 月 28 日(土)

1. 診療報酬のしくみ 

2. 診療報酬請求事務の実際 
山本 智子

岡山 

計４時間

島根県支部 

0852-21-0897 
12 月７日(月) 

【ビデオ】医師の働き方改革の今後 

－2024 年度末を目指して－ 

【ビデオ】医療機関における臨床検査技

師のタスクシフト・タスクシェアリング

【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－ 

岡留健一郎

川上 純一

阿部 吉倫

松江 

計６時間

沖縄県支部 

098-879-6675 
12 月 15 日(火)

介護保険事業における外国人材採用に

関するポイント説明 
島袋 善徳

浦添 

２時間



３．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 

日本クリニカルパス学会 学術集会 

(第 21 回)【開催中止】

https://www.c

p21mgh.com/ 

11 月６日(金) 

～７日(土) 

長良川国際会議場、都ホ

テル岐阜長良川 
３時間 

NPO 法人内部統制評価機構主催セ

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」 

※令和 2度の履修認定学会です 

当協会 HP 内

履修認定学会

のページ参照

11月 11日(水)

Ｗｅｂ開催、または 

衆議院議員会館 B108 

(東京)

２時間 

日本医療福祉設備学会 

(第 49 回) 

https://www.h

eaj.org/gakka

i/2020/index.

html 

11 月 11日(水)

   ～12日(木)
Ｗｅｂ開催 ３時間 

HOSPEX Japan2020 
https://www.jma

.or.jp/hospex/

11 月 11日(水)

   ～13日(金)
東京ビッグサイト ２時間 

全国介護老人保健施設大会 

(第 31 回) 【開催中止】

https://site2

.convention.c

o.jp/roken202

0-miyagi/ 

11 月 11日(水)

   ～13日(金)
仙台国際センター ３時間 

日本医療経営学会・学術集会 

(第 19 回) 

http://world-

meeting.co.jp

/jaha2020/ 

11 月 14日(土) Ｗｅｂ開催 ３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 

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

11 月 14日(土) ＡＰ大阪梅田東 ３時間 

(一社)鹿児島県医療法人協会主催

研修会 

※令和 2度の履修認定学会です 

受講希望の方は

事務局までお問

合せください。

11 月 14 日(土)
城山ホテル鹿児島 エメ

ラルド 
２時間 

日本救急医学会総会・学術集会 

(第 48 回) 

https://site2

.convention.c

o.jp/jaam48/

11 月 18日(水)

  ～20日(金)

Ｗｅｂ開催、または 

長良川国際会議場、他 

(岐阜)

３時間 

医療情報学連合大会(第 40 回) 

日本医療情報学会学術大会(第21回)

【協会企画セッション実施】

http://jcmi40

.org/index.ht

ml 

11 月 18日(水)

  ～22日(日)

Ｗｅｂ開催、または 

アクトシティ浜松 

(静岡)

３時間 

医療関連サービス振興会 第 266 回 

月例セミナー「新型コロナウイルス

感染症の流行長期化のもとで考える

BCP の策定と見直し」 

https://ikss.

net/seminar/i

kss1019/ 

11 月 20日(金)

日比谷コンベンション

ホール 

(東京)

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 

日本医療法人協会 全国医療法人経

営セミナー(第 35 回) 

https://ajhc.o

r.jp/info/semi

ner2020.html

11 月 21日(土)

Ｗｅｂ開催、または 

ホテルエピナール那須 

(栃木)

３時間 

医療の質・安全学会 学術集会 

(第 15 回) 

https://site2

.convention.c

o.jp/15jsqsh/

11 月 22日(日)

  ～23日(月)
Ｗｅｂ開催 ３時間 

日本人間ドック学会 学術大会 

(第 61 回) 

https://site2.

convention.co.

jp/dock2020/

11 月 26日(木)

  ～27日(金)
Ｗｅｂ開催 ３時間 

日本医療・病院管理学会 第 389 回

例会｢施設環境から考える COVID-19

対策｣ 

http://www.j 

sha.gr.jp/ 
からご確認ください

11月 26日(木)

   ～30日(月)
Ｗｅｂ開催 ２時間 

NPO 法人内部統制評価機構主催セ

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」 

※令和 2度の履修認定学会です 

当協会 HP 内

履修認定学会

のページ参照

12月２日(水) Ｗｅｂ開催 ３時間 

福祉医療機構(WAM) 

社会福祉施設経営実務セミナー 

(地域共生社会の構築と連携・協働)

https://www.w

am.go.jp/hp/k

eiei_seminar_

goannai/ 

※配信日時等は

左記HPを参照
Ｗｅｂ開催 各２時間 

介護老人保健施設経営セミナー 

(在宅復帰・在宅療養支援のさらな

る深化と地域連携) 

社会福祉法人会計実務セミナー 

(財務管理編、経営環境対応編) 

特別養護老人ホーム経営セミナー 

(介護における生産性の向上と事業

継続の安定化) 

障害福祉サービス経営セミナー 

(その人らしい生活を送るために 

～多様な支援の実現と社会参加～) 

医療政策・経営セミナー 

(2040 年に向けた医療提供体制の構

築に向けて) 

子ども・子育て支援事業経営セミナー

(保育・教育の質の向上と人材の多

様性を生かして) 

軽費・養護老人ホーム経営セミナー

(高齢者の住まい支援とセーフティ

ネットとしての役割を考える) 

精神科病院経営実務セミナー 

(地域包括ケアシステムの構築と精

神科病院の経営戦略) 

病院経営実務セミナー 

(地域から選ばれる病院になるため

に～競合から協力へ～) 

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


