
令和 2年 12 月 23 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

令和２年度 継続研修実施予定（第９回概要報）のご案内 

当案内に関する問合せ先：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 

一般公開

医業経営実務講座＊

(H31.4 より履修認定開始)

12 月 12 日(土) 

令和３年１月 16日(土)

２月 20 日(土) 

３月 13 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。

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 

ＴＫＣ医業・会計システム研究会（TEL: 03-3266-9227）

12 月 21 日(月) 

医療・介護政策の動向と医療機関経営 

With コロナ時代のクリニック経営とオン

ライン診療 

With コロナにおける健康経営 

尾形 裕也

大石佳能子

小松 大介

滝  麻衣

動画研修(DVD)

計５時間

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL: 03-6810-7710）

12 月 15 日(火) 

医療における今後のオンライン資格確認

等システム～導入に必要なことと追加的

な導入支援について～ 

山下  護

東京 および

Ｗｅｂ配信 

２時間 

(一社)日本医療福祉建築協会（TEL: 03-3453-9904） 

12 月 10 日(木) 感染症に対する設計と運用 岡本 和彦
Ｗｅｂ配信 

２時間

12 月 11 日(金) 
海外視察研修報告会(米国の医療建築／海

外医療福祉建築研修 2019) 
竹宮 健司

Ｗｅｂ配信 

1.5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 

【開催中止】

令和３年 

１月 16 日(土)

【ビデオ】医療機関における薬剤師のタス

クシフトとチーム医療の推進 

【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－ 

川上 純一

阿部 吉倫

札幌 

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

令和３年 

２月１日(月) 

【ビデオ】「新たな医療の在り方を踏まえた

医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」を

うけて 

【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 

星  北斗

佐々木 淳

郡山 

計４時間

神奈川県支部 

042-778-2067 

＜配信期間＞ 

12/14～12/21 

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

静岡県支部 

053-482-7881 

令和３年 

１月 15 日(金)
医療勤務環境改善の概要、取り組み事例 

近藤 隆久

高橋 良之

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

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

熊本県支部 

096-351-6225 

令和３年 

１月 20 日(水)

【ビデオ】「新たな医療の在り方を踏まえた

医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」を

うけて 

【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 

星  北斗

佐々木 淳
Ｗｅｂ配信 

各日計４時間

２月 17 日(水)

【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

３月 17 日(水)
サービス付き高齢者向け住宅になぜ看護小

規模多機能型居宅介護を併設したのか 
浦上  誠

Ｗｅｂ配信 

２時間

沖縄県支部 

098-879-6675 

12 月８日(火) 持続化給付金と確定申告の注意点 糸数 弘和
Ｗｅｂ配信 

１時間

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

12 月 22 日(火) 医療保健のオンライン資格確認について 上原 英敬

Ｗｅｂ配信 

各日１時間

令和３年 

１月 19 日(火)
最近の調剤薬局の動向 新垣 吉浩

３月２日(火) 
診療・検査医療機関における新型コロナウ

イルス外来の現状 
狩俣 一郎



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 

医療関連サービス振興会 第 267 回

月例セミナー「医療現場における新

型コロナウイルス感染症対策～委

託事業者の課題～」 

https://ikss.

net/seminar/2

0201119/ 

12 月 24日(木)
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(第 2 クール・A 日程)

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

12 月 25日(金)

 ～26日(土) 

＜申込制限中＞

Ｗｅｂ開催 ３時間 

NPO 法人内部統制評価機構主催セ

ミナー「DX 時代の IoT・AI・ビッグ

データを感じられるか？」 

※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

令和３年 

１月13日(水)

会場未定(東京) および

Ｗｅｂ開催 
２時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会(第 2 クール・B 日程)

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

１月 30日(土)

 ～31日(日) 

＜申込制限中＞

Ｗｅｂ開催 ３時間 

医療関連サービス振興会 

第 30 回シンポジウム 

※当協会会員向け特別価格あり。詳細

は、右記ページ内データをご参照。

当協会 HP 内

履修認定学会

のページ参照

令和３年 

２月５日(金) 

サントリーホール(東京)

および  Ｗｅｂ配信 
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.wa

m.go.jp/hp/kei

ei_seminar_goa

nnai/ 

※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 

(経営環境対応編) 

社会福祉法人会計実務セミナー 

(財務管理編) 

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～) 



（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 

福祉医療機構(WAM) 

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) 

https://www.wa

m.go.jp/hp/kei

ei_seminar_goa

nnai/

※配信日時等は

左記HPを参照
Ｗｅｂ開催 各２時間 

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.ho

spital.or.jp/

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


