
令和元年 11 月 11 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

令和元年度 継続研修実施予定（第８回概要報）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

[サードステージ] 
(東京) 

11 月 14 日(木) 

 ～16 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) 

ご案内済み 

(ﾒﾙﾏｶﾞ・協会 HP

等をご参照くだ

さい)

海外視察研修

(タイ) 
11 月 18 日(月) 

   ～24 日(日) 
バンコク・プーケット 14 時間 

HOSPEX Japan 2018 

医業経営セミナー ＊

(東京) 

11 月 21 日(木) 

  ～22 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） 

地域研究交流会 ＊

(高知) 11 月 22 日(金) 城西館 ５時間 

本部・支部中継研修 12 月 11 日(水) 
ホスピタルプラザビル

支部中継会場 
計６時間 

本部継続研修

[歯科医院経営

専修講座](東京) 

12 月 13 日(金) 

  ～14 日(土) 

ホスピタルプラザビル

５階 
計 10 時間 

本部継続研修 ＊

[歯科医院経営

基本講座](東京) 

令和２年 

１月 12 日(日) 
AP 品川アネックス 計６時間 

集中研修

(大阪) 

令和２年 

１月 22 日(水) 

  ～24 日(金) 

CIVI 研修センター 

新大阪東 

各日 

計６時間 

追って 

ご案内します

一般公開

医業経営実務講座

(H31.4 より履修認定開始)

11 月 23 日(土) 

12 月 21 日(土) 

令和２年１月 18 日(土)

２月 22 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)

＊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)



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 北陸会 

076-493-0510 
11 月 22 日(金) 医療機関の働き方改革対応 服部 英治

富山 

２時間

MMPG 東京会 

03-3548-1161 
11 月 30 日(土) 

医療・介護・福祉のトピックス(税制改正

を含む) 

医業承継税制の勘所 ～個人開業医の場

合、医療法人の場合～ 

川原 丈貴

青木 惠一

東京 

計４時間

MMPG 九州会 

093-651-5533 
12 月 14 日(土) 

医療機関必見！新時代のネットリスクは

未然に対策！ ～サイバーリスク・web 風

評リスク・従業員リスク～ 

大月 美里
那覇 

２時間

MMPG 本部 

03-6721-9763 

令和２年 

２月 24 日(月) 

2020 年度診療報酬改定セミナー 

～改定の概要と病院経営戦略～ 

猪口 雄二

中林  梓

東京 

計４時間

NPO 法人内部統制評価機構 医療経営総合研究所（TEL.03-6661-6306）

11 月 26 日(火) 

個人情報を統合する G空間 IDの解説 

AQR コードの活用 

ビッグデータ分析の概要 

岩田 繁治

東  陽一

木村 礼壮

東京 

計３時間

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5456） 

11 月 27 日(水) 
プロジェクト・マネジメントの技術を学ぼう

～病院整備事業における活用を試行して 
佐藤 知一

東京 

各日２時間
12 月２日(月) 消費税増税などの医療を巡る税制への対応 川原 丈貴

日本医療福祉建築協会（TEL.03-3453-9904）

11 月 12 日(火) 
【国内視察研修】すみれ乳児院 

【国内視察研修】介護付有料老人ホーム新 
岡本 和彦

栃木 

計４時間

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 
11 月 30 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】地域包括ケアの基盤を支え

る人材養成と連携・統合 

兵藤 敏美

仲井 培雄

札幌 

計４時間

岩手県支部 

0198-21-4070 

11 月 15 日(金) 来年度の診療報酬改定について 長 英一郎
盛岡 

２時間

11 月 16 日(土)

岩手県における外国人を含めた介護人

材確保にかかる施策について 

外国人技能実習制度の概要と受入れに

おける留意点と事例について 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ｢岩手県内介護事業者に

おける技能実習生の活用と受入れ事例｣ 

斎藤  環

他 

盛岡 

計４時間

埼玉県支部 

048-606-9040 
11 月 16 日(土)

医療を未来につなぐために、今、働き

方改革を！-No Change, No Future- 

医療・介護現場における外国人採用と

育成 

安里賀奈子

阿部  忠

大宮 

計４時間



（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 

東京都支部 

03-3239-5911 

11 月 22 日(金)

令和２年 

１月 23 日(木)

・地域医療構想下で生き残る中小病院

の経営①、② 

・ヘルスケア分野のＩＣＴイノベーシ

ョン①、② 

白木 秀典
東京 

各日４時間

千葉県支部 

047-367-3232 

11 月 17 日(日)

【ビデオ】介護分野の戦略・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

【ビデオ】クリニックの収益向上コンサ

ルティング事例 

細見 真司

鈴木 竹仁
松戸 

各日４時間

11 月 24 日(日)
【ビデオ】コスト削減の実務 

【ビデオ】一体感のある幸福な組織創り 

木村 圭太

板谷 和代

神奈川県支部 

042-778-2067 
12 月 18 日(水)

医療業界必須スキル「怒りの感情と上

手に付き合う技術 ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」 

勤務改善の事例 

福永  亘

眞鍋  一

横浜 

計４時間

岐阜県支部 

058-253-5411 

令和２年 

１月 10 日(金)

【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】「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 

岡留健一郎

星  北斗
岐阜 

計４時間

愛知県支部 

052-446-7832 
12 月３日(火) 

診療報酬等改定 ～2018 年度改定の検

証と 2019 年消費税率アップ改定～／ 

～2020 年度改定について～ 

中林  梓
名古屋 

５時間

京都府支部 

075-344-5151 

令和２年 

２月 22 日(土)

2020 年診療報酬改定と経営対応策 

京都府における地域包括ケアシステム

の現状と課題 

酒井麻由美

真下 信男
京都 

計 3.5 時間

広島県支部 

082-922-4466 
11 月 19 日(火)

看取りについてオープンに語ろう！ 

看取りの現場で困っている方のために

／地域で「生きること・食べること」を

支えるために 

大井 裕子
広島 

計３時間

福岡県支部 

092-409-9451 

(月・水・金対応)

11 月 14 日(木)

勤務環境改善と病棟再編の 2本柱による

経営改善事例 

医療法人で取組む人事マネージメント 

立花 雅男

呼子 修一

福岡 

各日計６時間
令和２年 

１月 18 日(土)

【ビデオ】医院の増患対策の実践例 

【ビデオ】クリニックの収益向上コンサ

ルティング事例 

【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 

佐久間賢一

鈴木 竹仁

佐々木 淳

長崎県支部 

0957-22-2422 
11 月 20 日(水)

医療介護のゆくえ 

ドクターのための医業承継 

【ビデオ】コスト削減の実務 

飯盛 修一

井手 雅康

木村 圭太

長崎 

計４時間

大分県支部 

097-552-8201 
12 月 11 日(水)

【ビデオ】医師の働き方改革の今後 

－2024 年度末を目指して－ 
岡留健一郎

大分 

２時間

沖縄県支部 

098-879-6675 
11 月 12 日(火)

医療と介護の連携 ～リハビリの現場か

ら～ 
幸地 一成

浦添 

２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 

医療関連サービス振興会 第 260 回 

月例セミナー「尊厳死と安楽死－世

界の状況」 

https://ikss.

net/
11 月 12 日(火)

日比谷コンベンション

ホール 

(東京)

２時間 

福祉医療機構(WAM) 

「子ども・子育て支援事業経営ｾﾐﾅｰ」

(幼児教育・保育の無償化と地域に根

差した保育所・認定こども園の経営)

03-3438-9932

(福祉医療機構

の HPから)

11 月 15 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

２時間 

日本医療福祉設備学会 

(第 48 回) 

http://heaj.org

/gakkai/2019/in

dex.html 

11 月 20 日(水)

  ～21 日(木)

東京ビッグサイト 

会議棟     (東京)
３時間 

HOSPEX Japan 2019 
http://www.jma.

or.jp/hospex/

11 月 20 日(水)

  ～22 日(金)

東京ビッグサイト 

(東京)
２時間 

全国介護老人保健施設記念大会 

(第 30 回) 

https://www.rok

en2019-beppu-

oita.jp/ 

11 月 20 日(水)

  ～22 日(金)

別府ビーコンプラザ、

iichiko 総合文化セン

ター、他    (大分)

３時間 

医療情報学連合大会(第 39 回)／日

本医療情報学会学術大会(第 20 回) 

https://jcmi39.

org/ 

11 月 21 日(木)

  ～24 日(日)

幕張メッセ 

(千葉)
３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「子ども・子育て支援事業経営ｾﾐﾅｰ」

(幼児教育・保育の無償化と地域に根

差した保育所・認定こども園の経営)

03-3438-9932

(福祉医療機構

の HPから)

11 月 22 日(金)

<キャンセル待ち>

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)

２時間 

日本医療・病院管理学会 第 380 回

例会｢地域医療連携のための情報シ

ステム活用の実際｣ 

http://www.j 

sha.gr.jp/ 
からご確認ください

11 月 27 日(水)

石川県医師会(日赤共同

ビル 4階研修室) 

(金沢)

２時間 

医療の質・安全学会学術集会 

(第 14 回) 

http://www.c-

linkage.co.jp/1

4jsqsh/ 

11 月 29 日(金)

  ～30 日(土)

国立京都国際会館 

(京都)
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(大阪) 

http://www.hos

pital.or.jp/se

minar/ 

12 月７日(土) 

AP 大阪梅田東 

日本生命ビル 

(大阪)

３時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会(第 3クール) 

http://www.hos

pital.or.jp/se

minar/ 

12 月 13 日(金)

  ～14 日(土)

ベルサール東京日本橋 

(東京)
３時間 

日本クリニカルパス学会学術集会 

(第 20 回) 

https://site2.c

onvention.co.jp

/jscp20/ 

令和２年 

１月 17 日(金)

   ～18 日(土)

熊本城ホール 

(熊本)
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


