
令和元年７月 12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４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 

地域研究交流会＊

(山形) ７月 27 日(土) 
ホテルメトロポリタン

山形 
５時間 ご案内済み 

(ﾒﾙﾏｶﾞ・協会HP等を

ご参照ください)集中研修(東京) ８月 

21 日(水)～23 日(金) 

ラーニングスクエア 

新橋 
計６時間 

本部・支部中継研修 ９月 25 日(水) 
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 地域研究交流会＊

(東京) ９月 27 日(金) 
CIVI 研修センター 

日本橋 
５時間 

一般公開

医業経営実務講座＊

(H31.4 より履修認定開始)

７月 13 日(土) 

８月 ３日(土) 

９月 14 日(土) 

アットビジネス 

センター東京駅 

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)

第 23 回日本医業経営

コンサルタント学会＊

(愛知) 

10 月 17 日(木) 

  ～18 日(金) 
名古屋東急ホテル 

各日 

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)

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 

追って 

ご案内します 

＊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 

092-472-1155 
８月 24 日(土) 

法施行後半年を経過した【働き方改革】

の実務 ～取り組み事例を踏まえて～ 
小川美也子

佐賀 

２時間

MMPG 近畿会 

06-6947-1313 
９月６日(金) 

ネット風評被害対策講座 ～医療機関をつ

ぶすネット上の誹謗中傷～ 

療養病床のゆくえ 

森  雅人

飯田 達能

大阪 

計６時間

MMPG 本部 

03-6721-9763 

９月８日(日) 

～14 日(土) 

【海外視察研修】 

イギリス・スペイン医療事情視察 
川原 丈貴

ｲｷﾞﾘｽ・ｽﾍﾟｲﾝ

20 時間

MMPG 九州会 

093-651-5533 
９月 21 日(土) 認定医療法人制度について 堤  健治

長崎 

３時間



（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 近畿会 

06-6947-1313 
11 月６日(木) 2020 年度診療報酬改定の展望 中林  梓

大阪 

６時間

ＴＫＣ医業・会計システム研究会（TEL.03-3266-9227） 

７月 25 日(木) 

(東京会場の講演を

福岡会場に同時中継)

「サービス付き高齢向け用住宅」の経営 

医療機関における外国人労働者の受入 

労基法の改正を踏まえ院長先生がおさえ

ておくべき人事・労務 

藤井 幹雄

松島 雅也

毒島 光志

東京

福岡(中継) 
各地計６時間

７月 26 日(金) 

「サービス付き高齢者向け住宅」の経営 

医療機関における外国人労働者の受入 

労基法の改正を踏まえ院長先生がおさえ

ておくべき人事・労務 

藤井 幹雄

松島 雅也

毒島 光志

大阪

計６時間

８月 22 日(木) 

(東京会場の講演を

福岡会場に同時中継)

会計人の私が、介護事業の経営者になって

学んだこと 

医療機関における AI の活用について 

地域医療構想における病医院の経営戦略 

野中 康弘

轟  佳大

尾形 裕也

東京

福岡(中継) 
各地計６時間

８月 23 日(金) 

会計人の私が、介護事業の経営者になって

学んだこと 

医療機関における AI の活用について 

地域医療構想における病医院の経営戦略 

野中 康弘

轟  佳大

尾形 裕也

大阪

計６時間

ＪＰＢＭ医業経営部会（TEL.03-3253-4711） 

７月 19 日(金) 医療法人制度の現状課題と実務対応 
松田紘一郎

原子 修司

東京

３時間

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5460） 

８月 19 日(月) 
日本の医療コンサルの進展に向けた海外

コンサル事業の取組と課題 

高橋  淳

※講師変更

東京 

２時間

日本医療福祉建築協会（TEL.03-3453-9904） 

８月 19 日(月) 
【国内視察研修】 

岩手医科大学附属病院 
岡本 和彦

岩手 

３時間

日本医療福祉設備協会（TEL.03-3812-0257） 

７月 26 日(金) 

「BCP 再考」 

・今までの自然災害の教訓 

・水害に備える 

・停電への対応 

・自家発電設備の運転・保守管理 

・医療ガス設備の災害対策 

・水槽回りの災害対策 

・エレベーターの災害対策 

鈴村 明文

小林 直樹

川合 満男

金森 昌弘

高山 勝也

佐々 愛子

大坪  隆

東京

計６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
７月 15 日(月)

「厚労省医師の働き方改革検討会」を

終えて －2024 年に向けての取り組み－

北海道における医師の働き方改革の課

題について 

留萌市立病院における医師事務作業補

助者の育成・能力向上の経過と成果 

医師の働き方改革についてのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

岡留健一郎

深澤 雅則

村松 博士

小山田剛、他

札幌 

計４時間

福島県支部 

024-943-5711 
７月 26 日(金)

「勤務環境改善の取り組み」～働きが

いのある職場づくりをめざして～ 
渡辺 順一

郡山 

１時間

栃木県支部 

028-600-1171 
９月 29 日(日)

「歯科診療所向けセミナー」 

接遇マナー クレーム対応強化研修 

無断ｷｬﾝｾﾙ、連絡ｷｬﾝｾﾙを減らす講座 

菊地 理恵

木村 泰久

宇都宮 

計４時間

千葉県支部 

047-367-3232 
７月 25 日(木)

【賛助会員／(株)京葉銀行との共催】 

第 1部：2019 年診療報酬改定のポイン

トと個別指導の傾向と対策について 

第 2部：医療勤務環境改善マネジメン

トシステム導入ワークショップ 

細谷 邦夫

西山 信之

千葉 

計 4.5 時間

東京都支部 

03-3239-5911 

10 月 24 日(木)

11 月 22 日(金)

１月 23 日(木)

・これからの診療所の開業と経営のか

たち①、② 

・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

神奈川県支部 

042-778-2067 
７月 19 日(金)

【国内視察研修】 

神奈川県済生会湘南平塚病院 
伊丹 基光

平塚 

３時間

富山県支部 

076-452-2555 
９月６日(金) 

スタッフのやる気をひきだしたいリー

ダーのためのファシリテーション研修 
ひびのあゆみ

富山 

２時間

愛知県支部 

052-446-7832 

９月３日(火) 

医療機関における労務問題の対応～医

療勤務環境改善支援センターでの取組

みを振り返って～ 

99 床の小規模病院で実践している病院

経営 

奥野  舞

藤井 将志 名古屋 

各日５時間

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

岡山県支部 

0868-31-0811 
７月 27 日(土)

【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】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 

木村 泰久

鈴木 竹仁

木村 圭太

岡山 

計６時間

広島県支部 

082-922-4466 
７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】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 

木村 泰久

佐久間賢一

鈴木 竹仁

広島 

計６時間

愛媛県支部 

089-965-0100 
７月 20 日(土)

病院コンサルティングのポイント～看

護師の人員配置の考え方等～ 
杉原 博司

松山 

２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 

福岡県支部 

092-409-9451 

(月・水・金対応)

９月 14 日(土)

日本人介護人材の枯渇に、外国人介護人

材の受入に向けた取組と課題 

2018 介護報酬改定後の影響と今後の介

護事業の健全経営 

青見 健志

榊原 宏昌

福岡 

計６時間

大分県支部 

097-552-8201 
９月 25 日(水)

【ビデオ】診療所のサービスマネジメン

トの実践 
永山 正人

大分 

２時間

佐賀県支部 

0952-27-0971 

(九州・沖縄地

区の合同研修) 

９月７日(土) 

医療制度改革と医療機関経営 

佐賀県保健医療構想・医療計画と医療体

制の現状／保健医療計画に向けた病院・

診療所の役割 

尾形 裕也

川﨑 浩嗣 佐賀 

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」

(社会福祉法人会計における適切な

会計処理をいまあらためて学ぶ) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 19 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 

医療関連サービス振興会 第 257 回 

月例セミナー「感染制御の基礎知識

と最近のトピックス」 

https://ikss

.net/
７月 22 日(月)

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) 

「社会福祉法人会計実務セミナー」

(社会福祉法人会計における適切な

会計処理をいまあらためて学ぶ) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 24 日(水)

グランキューブ大阪 

10 階会議室 1001-1003 

(大阪)

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 

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 25 日(木)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

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 

日本病院学会 

(第 69 回) 

http://www.c-

linkage.co.jp

/jha2019/

８月１日(木) 

 ～２日(金) 

札幌コンベンションセ

ンター、他 

(札幌)

３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「社会福祉法人会計実務セミナー」

(社会福祉法人会計における適切な

会計処理をいまあらためて学ぶ) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

８月９日(金) 

福岡県中小企業振興セ

ンター 2階ホール 

(福岡)

２時間 

福祉医療機構(WAM) 

「社会福祉法人会計実務セミナー」

(社会福祉法人会計における適切な

会計処理をいまあらためて学ぶ) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

８月 23 日(金)

TKP ガーデンシティ仙台 

21 階ホール 21C・21D 

(仙台)

２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(名古屋) 

http://www.h

ospital.or.j

p/seminar/ 

８月 24 日(土)

WINC あいち愛知県産業

労働センター 

(名古屋)

３時間 

日本病院会 

病院長・幹部職員セミナー 

http://www.h

ospital.or.j

p/seminar/ 

８月 29 日(木)

 ～30 日(金) 

イイノホール 

(東京)
３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「特別養護老人ホーム経営セミナ

ー」(認知症高齢者の支援など重度

化する利用者を地域で支えていく

ための特養の役割とは) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

８月 30 日(金)

グランキューブ大阪 

3 階イベントホール 

(大阪)

２時間 

医療関連サービス振興会 第 258 回 

月例セミナー「地域包括ケアシステ

ムから考える「ポスト一体改革」時

代の医療と介護」 

https://ikss

.net/
９月２日(月) 

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) 

「特別養護老人ホーム経営セミナ

ー」(認知症高齢者の支援など重度

化する利用者を地域で支えていく

ための特養の役割とは) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

９月６日(金) 

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)

２時間 

医療経済学会 研究大会 

(第 14 回) 

http://www.i

hep.jp/jhea/

convention/ 

９月７日(土) 

国際医療福祉大学 東京

赤坂キャンパス 

(東京)

３時間 

日本診療情報管理学会 学術大会 

(第 45 回) 

http://jhim4

5.umin.jp/ 

９月 19 日(木)

 ～20 日(金) 

グランフロント大阪 

(大阪)
３時間 

日本医療情報学会 看護学術大会 

(第 20 回) 

https://www.

jami-ni-

tokyo2019.or

g/ 

９月 27 日(金)

 ～28 日(土) 

タワーホール船堀 

(東京)
３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 

日本医療バランスト・スコアカード

研究学会 学術総会(第 17 回) 

http://www.h

bsc.jp/ 
９月 28 日(土)

犬山国際観光センター

「フロイデ」  (犬山)
３時間 

全国在宅医療医歯薬連合会全国大

会(第 3回/第 7回全国在宅療養支援

診療所連絡会と同時開催) 

http://www.w

aaint.co.jp/

zaitaku3/ind

ex.html 

９月 28 日(土)

 ～29 日(日) 

コングレスクエア 

日本橋 

(東京)
３時間 

全日本病院学会 

(第 61 回) 

https://www.

ajha.or.jp/ 

９月 28 日(土)

 ～29 日(日) 

名古屋国際会議場 

(名古屋)
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 また

は３Ｆ     (東京)

各コース 

修了につき

３時間 

以上


