
令和 3年 3月 3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 12 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。（４月以降に開催される研

修等は、令和３年度の履修時間の対象となります。）

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)

３月 13 日(土) 

４月 17 日(土) 

５月 15 日(土) 

６月 12 日(土) 

７月 10 日(土) 

イオンコンパス 

東京八重洲会議室 

および Ｗｅｂ配信

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 

(一社)日本医療福祉建築協会（TEL: 03-3453-9904） 

３月 24 日(水) 地域社会・地域住民とつながる場の創出 石井  敏
Ｗｅｂ配信 

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、予定を大幅に

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 
５月 15 日(土) 診療報酬改定等について 酒井麻由美

札幌 

２時間

福島県支部 

024-925-0388 

３月 22 日(月)

【ビデオ】地域包括ケアの基盤を支える人

材養成と連携・結合 

【ビデオ】医療による AIの活用について 

－AI 問診による働き方改革の事例－ 

仲井 培雄

阿部 吉倫

Ｗｅｂ配信 

計４時間

３月 27 日(土) 2021 年介護報酬改定の内容と対応策 酒井麻由美
郡山 

２時間

岐阜県支部 

058-253-5411 
３月 20 日(土)

2021 年介護報酬改定概要 

訪問系・通所系・施設系サービスの改定内容

と対応 

酒井麻由美
Ｗｅｂ配信 

３時間

愛知県支部 

052-446-7832 
４月８日(木) 

医療機関の窓口業務がかわる～オンライン

資格確認の稼働とＩＣＴ化～ 

医療機関・介護施設における同一労働同一

賃金を巡る実務対応と最近の労働関連法律

改正対応 

手島 哲也

服部 英治
名古屋 

計４時間

福岡県支部 

092-409-9451 

(月・水・金対応)

＜配信期間＞ 

３月 15 日(月)

～29 日(月)予定

介護報酬改定セミナー 村上 佳子
Ｗｅｂ配信 

３時間

熊本県支部 

096-326-2000/

urakami@seisi

nkai.or.jp 

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

５月 19 日(水)

令和３年介護報酬改定セミナー 

「一法人の居宅介護サービス４月分介護報

酬請求から経営を考える」 

浦上  誠
Ｗｅｂ配信 

２時間

鹿児島県支部 

099-247-5655 
３月 19 日(金) 2021 年介護報酬改定の概要と経営対応策 中林  梓

Ｗｅｂ配信 

３時間

沖縄県支部 

098-879-6675 

３月９日(火) 
当院における慢性疾患重症化予防の現況と

課題 
砂川 佳慧

Ｗｅｂ配信 

１時間

※日にち変更 

３月 22 日(月)

↓ 

３月 23 日(火)

介護報酬改定セミナー 酒井麻由美
浦添 

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、当協会事務局 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・病院管理学会 第 392 回

例会｢地域医療連携懇話会｣ 

http://www.j 

sha.gr.jp/ 
からご確認ください

３月18日(木) Ｗｅｂ配信 ２時間 

日本医療法人協会 

令和３年度介護報酬改定説明会 

※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

＜配信期間＞ 

３月19日(金)

  ～25日(木)

Ｗｅｂ配信 ２時間 

日本医療機器学会大会 

(第 96 回) 

https://confi

t.atlas.jp/gu

ide/event/jsm

i96/top 

５月 27日(木)

  ～29日(土) 
大阪国際会議場 ３時間 

NPO 内部統制評価機構(医療経営総

合研究所)主催 

経済産業ビジネススクール 二水会 

当協会 HP 内

履修認定学会

のページ参照
または 

主催者ＨＰ 

https://www.i

cao.or.jp/ 

原則 

毎月第二水曜日

衆議院第一議員会館 

または 

参議院議員会館会議室 

各２時間 

福祉医療機構(WAM) 

社会福祉法人会計実務セミナー 

(財務管理編) 

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配信 各２時間 

社会福祉法人会計実務セミナー 

(経営環境対応編) 

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) 

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)

医療政策・経営セミナー 

(地域医療提供体制の発展と安定の

ために) 

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 
Ｗｅｂ配信 

各コース 

修了につき

３時間 

以上


