
令和元年 12 月 9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９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・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 

ご案内済み 

(ﾒﾙﾏｶﾞ・協会 HP

等をご参照くだ

さい)

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 

国内視察研修

(倉敷) 12 月 16 日(月) 倉敷スイートタウン ３時間 

本部継続研修 ＊

[歯科医院経営

基本講座](東京) 
１月 12 日(日) AP 品川アネックス 計６時間 

集中研修

(大阪) 
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 

地域研修交流会 ＊

(熊本) １月 25 日(土) 
ANA クラウンプラザホテル

熊本ニュースカイ 
５時間 

地域研修交流会 ＊

(群馬) １月 26 日(日) 
ホテルメトロポリタン

高崎 
５時間 

本部継続研修

[サードステージ] 
(東京) 

１月 31 日(金) 

～２月２日(日) 

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) 

医業経営セミナー ＊

(大阪) ３月 20 日(金) 
CIVI 研修センター 

新大阪東 
４時間 

追って 

ご案内します医業経営セミナー ＊

(東京) ３月 22 日(日) 
品川フロントビル 

会議室 
４時間 

一般公開

医業経営実務講座

(H31.4 より履修認定開始)

12 月 21 日(土) 

１月 18 日(土) 

２月 22 日(土) 

３月 14 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 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

２月 22 日(土) 2020 年度診療報酬改定の概要と経営対応 中林  梓
福岡 

３時間

MMPG 本部 

03-6721-9763 
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

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5456） 

１月 27 日(月) 
日本の医療現場におけるＶＲの現状と今後

について 
新城 健一

東京 

各日２時間

２月３日(月) 滅菌業務委託の現状と展望 野島久美子

日本医療福祉建築協会（TEL.03-3453-9904）

１月 13 日(月)～24日(金) 
【海外視察研修】 

ミネアポリス・サンディエゴ・ホノルル 
竹宮 健司

米国 

計 20 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 
１月 18 日(土)

【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】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 

星  北斗

川上 純一

札幌 

計４時間

岩手県支部 

0198-21-4070 
２月 29 日(土)

2020 年診療報酬改定内容と対応策 

－病院編・診療所編 
酒井麻由美

盛岡 

計４時間

福島県支部 

024-944-9222 
12 月 20 日(金) 【ビデオ】星総合病院の将来設計 星  北斗

郡山 

２時間

東京都支部 

03-3239-5911 
１月 23 日(木)

・ヘルスケア分野のＩＣＴイノベーシ

ョン①、② 
白木 秀典

東京 

４時間

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 
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

京都府支部 

075-344-5151 
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 
１月 28 日(火) 【国内視察研修】ＪＡ広島総合病院 嘉屋 祥昭

廿日市 

３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 

愛媛県支部 

089-965-0100 
12 月 10 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・地域連携の実践手法
佐々木 淳

松山 

２時間

福岡県支部 

092-409-9451 

(月・水・金対応)

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・地域連携の実践手法

佐久間賢一

鈴木 竹仁

佐々木 淳

福岡 

計６時間

長崎県支部 

0957-22-2422 
１月 14 日(火)

長崎県医療勤務環境改善センター 医療

機関の取組への支援について、事例発表

/ディスカッション 

2020 年診療報酬改定の方向性と病医院

経営 

今村恵理子

石井 計行

伊東 直哉

酒井麻由美

長崎 

計４時間

熊本県支部 

096-351-6225 
３月 16 日(月) 2020 年診療報酬改定の概要と経営対応 中林  梓

熊本 

３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

鹿児島県支部 

099-247-5655 

１月 15 日(水)
【ビデオ】これからの診療所経営のあり方

…365日×24時間対応・地域連携の実践手法
佐々木 淳

鹿児島 

２時間

２月 21 日(金)
2020 年診療報酬改定の概要と経営対応

策 
中林  梓

鹿児島 

３時間

沖縄県支部 

098-879-6675 
２月 14 日(金) 診療報酬改定セミナー 

工藤  高

長面川さより

島尻 

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)

＜受付終了＞ 

ベルサール東京日本橋 

(東京)
３時間 

医療関連サービス振興会 第 261 回 

月例セミナー「地域包括ケア、地域

医療構想とこれから」 

https://ikss.n

et/
12 月 20 日(金)

日比谷コンベンション

ホール 

(東京)

２時間 



（前記ご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 

日本クリニカルパス学会学術集会 

(第 20 回) 

https://site2.c

onvention.co.jp

/jscp20/ 

１月 17 日(金)

   ～18 日(土)

熊本城ホール 

(熊本)
３時間 

日本医療・病院管理学会 第 381 回

例会｢医療・病院管理学に貢献する

新しいデータサイエンスのアプローチ｣

http://www.j 

sha.gr.jp/ 
からご確認ください

１月 19 日(日)

慶應義塾三田キャンパス

西校舎 517 教室 

(東京)

２時間 

福祉医療機構(WAM) 

｢病院経営実務セミナー(急性期機能

向け)｣(最新の政策・診療報酬の動向、

急性期病院の生存戦略の実践と事例)

03-3438-9932

(福祉医療機構

の HPから)

１月 24 日(金)

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)
各２時間 

１月 31 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

日本医療・病院管理学会 第 382 回

例会｢国際化への対応｣ 

http://www.j 

sha.gr.jp/ 
からご確認ください

２月 15 日(土)

愛仁会看護助産専門 

学校 ５階視聴覚室 

(大阪)

２時間 

福祉医療機構(WAM) 

｢病院経営実務セミナー(精神科機能

向け)｣(精神障害にも対応した地域包

括ケアシステムの構築へ) 

03-3438-9932

(福祉医療機構

の HPから) 

２月 21 日(金)
未発表 

(大阪)
２時間 

福祉医療機構(WAM) 

｢自動福祉施設経営セミナー｣(複雑化

する子ども家庭福祉をめぐる課題と

社会的養育のあり方) 

03-3438-9932

(福祉医療機構

の HPから) 

３月５日(木) 

ＡＰ新橋 

４階 Ｄ・Ｅルーム 

(東京)

２時間 

日本医療・病院管理学会 第 383 回

例会｢国内における外国人の保健医

療を考える｣ 

http://www.j 

sha.gr.jp/ 
からご確認ください

３月７日(土) 未発表 ２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


