
平成 31 年４月 10 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

平成 31 年度 継続研修実施予定（第１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 

新入会員研修
４月 26 日(金) 

５月 31 日(金) 

4 月東京:ホスピタル

プラザビル 

5 月大阪:CIVI 研修セ

ンター新大阪東 

各日４時間 
受講対象者に 

ご案内 

本部・支部中継研修 ６月６日(木) 
ホスピタルプラザビル

支部中継会場 
計６時間 

追って 

ご案内します 
集中研修(東京) 

７月 

10 日(水)～12 日(金) 

品川フロントビル 

会議室 各日 

計６時間 ８月 

21 日(水)～23 日(金) 

ラーニングスクエア 

新橋 

＊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 本部 

03-6721-9763
４月 25 日(木) 

深化する地域包括ケアシステムと病院を

中心としたまちづくりの実践 

地域医療構想における病院経営戦略 

鈴木 邦彦

尾形 裕也

東京 

2.5 時間

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5460） 

４月 22 日(月) 
医療施設における水源確保のあり方～災

害によるライフラインの途絶への備え 

花本 清英

原  栄治 東京 

各日２時間
５月 13 日(月) 

病院の経費削減策における病院共同購買

事業の意義 
木内 雅人



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 11 日(土)

[第１部]医療機関の事業承継税制～個

人開業医の場合・医療法人の場合～ 

[第２部]医療・介護向け設備投資減税の

拡充と活用ポイント～控除対象外消費

税問題への対処を踏まえて～ 

青木 惠一
札幌 

計３時間

青森県支部 

0178-43-7051 
５月 10 日(金)

【ビデオ】一体感のある幸福な組織創り

～理念に共感し価値観を共有する～ 
板谷 和代

八戸 

２時間

埼玉県支部 

048-606-9040 
５月 10 日(金)

新規開業に関する金融機関が見るポイ

ント、資金調達方法など 
五十嵐真一

大宮 

２時間

千葉県支部 

047-367-3232 

４月 14 日(日)
【ビデオ】経営組織と意思決定[理論] 

【ビデオ】組織の活性化と接近法[実践]
西山 信之

松戸 

各日計４時間
５月 19 日(日)

【ビデオ】経営施策の可視化と進捗管理

[手法] 

【ビデオ】医院の増患対策の実践例 

西山 信之

佐久間賢一

東京都支部 

03-3239-5911 
５月 13 日(月)

アジアにおける医薬品・医療機器の規制

緩和の推進について 

医師の働き方改革 

武見 敬三

福島 通子

東京 

計４時間

神奈川県支部 

042-778-2067 
５月 29 日(水)

医療機関の働き方改革について 

医療機関の災害対策について 

市川 良成

小林 健一

横浜 

計３時間

新潟県支部 

0258-37-0333 
５月 18 日(土)

医療勤務環境改善支援ｾﾝﾀｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ研

修：ｾﾝﾀｰの意義、活動状況(対応事例等)
江部 誠一

新潟 

２時間

福井県支部 

0776-97-9156 

(FAX 対応不可) 

５月 24 日(金) 医科診療所経営セミナー 出雲はる奈
福井 

２時間

岐阜県支部 

058-253-5411 
４月 18 日(木)

【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】コスト削減の実務 

鈴木 竹仁

木村 圭太

岐阜 

計４時間

静岡県支部 

054-273-8316 
４月 19 日(金)

ｸﾗｲｱﾝﾄとの良好な関係を構築するｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ基本ｽｷﾙ～ｺｰﾁﾝｸﾞとﾃｨｰﾁﾝｸﾞ 

診療報酬よもやま話～保険診療の基礎

から個別指導対策まで～ 

須田  稔

細谷 邦夫

静岡 

計４時間

愛知県支部 

052-446-7832 
４月 12 日(金)

AI(人工知能)、ビッグデータ、IoT が 

もたらす次世代健康医療社会 

病院経営とICT活用～これまでとこれか

ら 

水野 正明

神野 正博

名古屋 

計５時間

大阪府支部 

06-6868-1165 
４月 24 日(水)

老健、サ高住等高齢者施設における稼働

率向上 

在宅医療で地域を変える 

キャリアパスを見える化する人事労務 

沼田  潤

永井 康徳

松村 眞吾

大阪 

計６時間

奈良県支部 

0742-32-1020 
４月 18 日(木)

【視察研修】「エイジフリーケアセンタ

ー奈良登美ヶ丘」「シニアライフ木津川」

各施設 

担当者 

奈良 

２時間

島根県支部 

0852-27-1416 
５月 10 日(金) 【ビデオ】介護分野の戦略・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 細見 真司

松江 

２時間

広島県支部 

082-922-4466 
５月 16 日(木)

病院経営と利益管理について～同時改

定後の成功している病院について～ 
木村 憲洋

広島 

３時間

山口県支部 

0832-66-3732 
４月 17 日(水)

【ビデオ】歯科医院の増患対策の進め方

と指導方法 2018 

【ビデオ】コスト削減の実務 

木村 泰久

木村 圭太

山口 

計４時間

＜【ビデオ】：ビデオ(DVD)研修として、各講座 2 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 

長崎県支部 

0957-22-2422 
４月 22 日(月)

【ビデオ】クリニックの収益向上コンサ

ルティング事例 
鈴木 竹仁

長崎 

２時間

熊本県支部 

096-351-6225 

４月 17 日(水)

【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 

佐久間賢一

鈴木 竹仁

熊本 

各日計４時間

６月 19 日(水)

【ビデオ】介護分野の戦略・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

【ビデオ】一体感のある幸福な組織創り

～理念に共感し価値観を共有する～ 

細見 真司

板谷 和代

大分県支部 

097-552-8201 
４月 13 日(土) 【ビデオ】コスト削減の実務 木村 圭太

大分 

２時間

鹿児島県支部 

099-247-5655 
５月 15 日(水)

【ビデオ】一体感のある幸福な組織創り

～理念に共感し価値観を共有する～ 
板谷 和代

鹿児島 

２時間

沖縄県支部 

098-879-6675 

４月 24 日(水)
医事課は情報の発信源 

～医事業務Ｑ＆Ａ～ 
村上 佳子

南風原 

２時間

６月 29 日(土)

2020 年改定内容を大胆予想と病院の対応

病院経営・精度調査からの考察 ～求め

られる医事課職員の役割～ 

工藤  高

長面川さより

南風原 

計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 

日本医療・病院管理学会 

第 374 回例会「医療安全対策に関す

る相互評価について」 

http://www.j

sha.gr.jp/ 

からご確認く

ださい。 

４月 13 日(土)

東邦大学医療センター 

大森病院 5号館 

地下 1階臨床講堂 

(東京)

２時間 

医療関連サービス振興会 

第 254 回月例セミナー『ICT を活用

し「治し支える医療」への転換を本

格化』 

https://ikss

.net/ 
４月 17 日(水)

日比谷コンベンション

ホール 

(東京)

２時間 

日本医学会総会2019 中部(第 30回)

※今年度の履修認定学会です。 

http://isouk

ai2019.jp/ 

４月 26 日(金)

 ～28 日(日) 

ポートメッセなごや、

名古屋市国際展示場 

(名古屋)

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(東京) 

http://www.h

ospital.or.j

p/seminar/ 

５月 18 日(土)
日本病院会 会議室 

(東京)
３時間 

日本医療・病院管理学会 

第 375 回例会「医療・病院管理コン

ピテシーに基づく人材育成」 

http://www.j

sha.gr.jp/ 

からご確認く

ださい。 

６月１日(土) 

日本橋ライフサイエン

スビルディング 9階講

義室      (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 

日本医療情報学会 

春季学術大会(第 23回)

http://jami2

019symp.umin

.jp/ 

６月６日(木) 

 ～８日(土) 

市民会館シアーズホー

ム夢ホール   (熊本)
３時間 

日本医療経営学会 

夏季セミナー(第 11回)
http://world-

meeting.co.jp

/jaha/ 

６月８日(土) 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひ

まわり生命保険(株)本

社会議室    (東京)

３時間 

日本医療機器学会 大会 

(第 94 回) 

http://www.j

smi.gr.jp/co

nnection/ 

６月 13 日(木)

 ～15 日(土) 

大阪国際会議場 

(大阪)
３時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会(第 1クール) 

http://www.h

ospital.or.j

p/seminar/ 

６月 21 日(金)

 ～22 日(土) 

ベルサール神保町アネ

ックス     (東京)

各クール 

３時間 

日本精神科医学会 学術大会 

(第８回) 

http://www.c-

linkage.co.jp

/japh8/ 

７月４日(木) 

 ～５日(金) 

札幌コンベンションセ

ンター 

(札幌)

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」の実現に向けた地

域づくり・組織作り) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 12 日(金)
未発表 

(東京)
２時間 

日本歯科医療管理学会 総会・学術

大会(第 60 回) 

http://www.ko

kuhoken.jp/js

dpa60/ 

７月 13 日(土)

 ～15 日(月) 

日本大学歯学部 

(東京)
３時間 

日本在宅医療連合学会大会(旧 日

本在宅医療学会 学術集会)(第１

回) 

http://zaita

ku2019.umin.

jp/ 

７月 14 日(日)

 ～15 日(月) 

京王プラザホテル 

(東京)
３時間 

国際モダンホスピタルショウ 2019 
https://noma-

hs.jp/hs/2019/

７月 17 日(水)

 ～19 日(金) 

東京ビッグサイト 南展

示棟・会議棟   (東京)
２時間 

福祉医療機構(WAM) 

「社会福祉法人会計実務セミナー」

(適切な会計処理からみえる社会福

祉法人経営のあり方) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 19 日(金)
未発表 

(東京)
２時間 

日本医療マネジメント学会 学術総

会(第 21 回) 

http://www2.c

onvention.co.

jp/jhm2019/ 

７月 19 日(金)

 ～20 日(土) 

名古屋国際会議場 

(名古屋)
３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「社会福祉法人会計実務セミナー」

(適切な会計処理からみえる社会福

祉法人経営のあり方) 
03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 24 日(水)

未発表 

(大阪)

２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」の実現に向けた地

域づくり・組織作り) 

７月 25 日(木) ２時間 

日本人間ドック学会 学術大会 

(第 60 回) 

http://www.con

gre.co.jp/dock

60/ 

７月 25 日(木)

 ～26 日(金) 

ホテルグランヴィア岡

山、他         (岡山)
３時間 

全国有床診療所連絡協議会 総会 

(第 32 回) 

http://www.yo

ushowsin.com/

７月 27 日(土)

 ～28 日(日) 

ホテルメトロポリタン

高崎      (群馬)
３時間 

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/

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 

(東京)

各コース 

修了につき

３時間 

以上


