
令和元年 9月 18 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６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 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 

ご案内済み 

(ﾒﾙﾏｶﾞ・協会 HP

等をご参照くだ

さい)

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 

本部継続研修

[歯科経営専修講座] 
(東京) 

10 月 11 日(金) 

  ～12 日(土) 

ホスピタルプラザビル

５階 
計 10 時間 

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 

地域研究交流会＊

(滋賀) 11 月７日(木) 
ホテルボストンプラザ

草津 
５時間 

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) 

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 

地域研究交流会＊

(高知) 11 月 22 日 城西館 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)

10 月 12 日(土) 

11 月 23 日(土) 

12 月 21 日(土) 

令和２年１月 18 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 
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

MMPG 本部 

03-6721-9763 
10 月 10 日(木) 

医療経済フォーラム・ジャパン 

第 18 回公開シンポジウム「高額薬剤が医

療費に与える影響」 

鈴木 康裕

遠藤 久夫

他 

東京 

3.5 時間

MMPG 九州会 

093-651-5533 
10 月 12 日(土) 

中小病院の生き残り戦略 ～地域包括ケア

病棟・介護医療院への転換実践事例～ 
園田 直則

鹿児島 

３時間

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

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

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5456） 

10 月７日(月) 
院内情報システム(HIS)における部門シス

テムの役割 
山本 琢磨

東京 

各２時間
10 月 28 日(月) 

ヘルスケア事業の参入に向けた民間企業

へのコンサルティングについて 

北原 一憲

辻本 健人

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

日本医療福祉建築協会（TEL.03-3453-9904） 

９月 19 日(木) 
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講演:これからの患者の療養環境 

対談:地域と関わるこれからの医

療・看護像 

講演:日本の近代病院建築の系譜 

シンポジウム:2020 年のオリンピッ

ク／パラリンピックに向けたユニ

バーサルデザイン 

古谷 誠章

石井 麗子

横井 郁子

尹  世遠

川野 久雄

永廣 正邦

他 

東京 

各日

計 5.5 時間

９月 20 日(金) 

講演:平成30年自然災害による病院

の被害状況と事業継続に関する調

査研究(2018 年度課題研究報告) 

講演:認知症とともに生きる 

対談:事業者と設計者の協働・久野

病院 

シンポジウム:住民参加型の施設づ

くり 

石橋 達勇

宇田  淳

他 

丹野 智文

石井  敏

久野 英樹

桑原 悠樹

久米 淳子

内藤 将俊

氏原 茂昭

他 



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 

福島県支部 

024-944-9222 
10 月 17 日(木)

【国内視察研修】医療法人三つ葉 三つ

葉在宅クリニック 
吉田 祐希

名古屋 

２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

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

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 
９月 27 日(金)

100 年企業を目指す、未来型人事労務管

理のｽｽﾒ～働き方改革への最適対応策～ 

看護・介護の人材確保～介護職員がいな

くなる 

岡  弘己

結城 康博

横浜 

計３時間

長野県支部 

0266-52-3712 

11 月６日(水) 

調剤薬局経営に係る医療機関との連携

業務解説と最近の医療行政動向 

「認定医療法人制度」活用の判断ポイン

トとこれからの選択肢 

長岡 俊広

中村 安貴

樋口幸太郎

松本 

各日計５時間
11 月７日(木) 

介護業界動向と介護経営改善 

歯科医院を取り巻く環境変化と今後の

対応方向 

田中 律子

木村 泰久

11 月８日(金) 

介護事業の人事評価と研修体系＆労務

トラブルの実際 

診療所における診療報酬の算定実態と

情報提供のあり方 

神保 澄子

奥村 尚弘

静岡県支部 

054-273-8316 
10 月４日(金) 

人を大切にする経営～合掌苑の人材戦略～

パネルディスカッション「県内介護事業

者３法人に聞く、これからの介護事業の

展望と経営課題」

森  一成

芥川 崇仁

岩崎  稔

後藤 優太

野中 康弘

静岡 

計３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 

11 月１日(金) 
【国内視察研修】医療法人社団千春会

介護老人保健施設 桃山 
船本 智睦

京都 

２時間

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

香川県支部 

087-851-2334 
10 月 26 日(土)

医科診療所の増患対策 

香川県の医療提供体制の構築に向けて 

鈴木 竹仁

尾崎 俊史

高松 

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 

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 

計６時間

長崎県支部 

0957-22-2422 
９月 19 日(木)

【ビデオ】医院の増患対策の実践例 

【ビデオ】介護分野の戦略・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

佐久間賢一

細見 真司

長崎 

計４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

沖縄県支部 

098-879-6675 

10 月 31 日(木)

～11 月 4日(月)

【海外視察研修】東京健康科学大学ベト

ナム、ビンメック国際総合病院、他 
施設担当者

ベトナム 

10 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 

福祉医療機構(WAM) 

「軽費・養護老人ホーム経営セミナ

ー」(軽費・養護老人ホームが地域で

はたす「低所得や社会的孤立に寄り

添う支援」を考える) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

９月 20 日(金)

＜受付終了＞ 

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 378 回例会「医療機関と地域包括

ケアシステム」 

http://www.j

sha.gr.jp/ 

からご確認く

ださい。 

９月 21 日(土)

九州大学病院キャンパ

ス・総合研究棟 

(福岡)

２時間 

日本医療情報学会 看護学術大会 

(第 20 回) 

https://www.ja

mi-ni-

tokyo2019.org/

９月 27 日(金)

 ～28 日(土) 

タワーホール船堀 

(東京)
３時間 

鹿児島県医療法人協会 研修会【働

き方改革】「最近の医療票性の動向

等について～医師の働き方改革を

中心に～」「医師法 21 条を語る」 

※今年度の履修認定学会です。 

当協会 HP内

履修認定学会

のページをご

参照ください

９月 28 日(土)

鹿児島市医師会館 

3 階大会議室 

(鹿児島)

２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.i

nuyamachuoho

spital.or.jp

/hbsc17/ 

９月 28 日(土)
犬山国際観光センター

「フロイデ」  (犬山)
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 

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/ 

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) 

http://www.c-

linkage.co.jp/

ajha61/ 

９月 28 日(土)

 ～29 日(日) 

名古屋国際会議場 

(名古屋)
３時間 

日本救急医学会総会・学術集会 

(第 47 回) 

http://www.c

ongre.co.jp/

jaam2019/ 

10 月２日(水) 

  ～４日(金)

東京国際フォーラム 

(東京)
３時間 

全国国保地域医療学会 

(第 59 回) 

http://gakka

i59.com/ 

10 月４日(金) 

 ～５日(土) 

長崎ブリックホール 

(長崎)
３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「障害福祉サービス経営セミナー」

(自立した生活や就労の定着につな

げる取り組みを考える) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

10 月 11 日(金)

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)

２時間 

医療関連サービス振興会 第 259 回 

月例セミナー「多死時代を迎えて在

宅医療を主流」 

https://ikss

.net/
10 月 15 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) 

「障害福祉サービス経営セミナー」

(自立した生活や就労の定着につな

げる取り組みを考える) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

10 月 18 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

２時間 

日本精神科救急学会 学術総会 

(第 27 回) 

http://www.c-

linkage.co.jp/

jaep2019/ 

10 月 18 日(金)

 ～19 日(土) 

仙台国際センター 

展示棟     (仙台)
３時間 

日本医療法人協会 全国医療法人経

営セミナー(第 34 回) 

https://ajhc

.or.jp/info/

seminer.htm 

10 月 19 日(土)
京王プラザホテル札幌 

(札幌) 
３時間 

日本医療・病院管理学会 

第 379 回例会「臨床研修指定病院制

度の今後の展望～都道府県移管を

踏まえて～」 

http://www.j

sha.gr.jp/ 

からご確認く

ださい。 

10 月 19 日(土)

大阪医科大学 

講義実習棟３階 P301 

(高槻)

２時間 

全国自治体病院学会 

(第 58 回) 

http://www.c-

linkage.co.jp/

58jmha/ 

10 月 24 日(木)

  ～25 日(金)

アスティとくしま・む

らさきホール   (徳島)
３時間 

日本医療・病院管理学会 学術総会 

(第 57 回) 

http://www.gak

kai.co.jp/jsha

57/index.php

11 月２日(土) 

 ～４日(月) 

朱鷺メッセ 

(新潟)
３時間 

日本医療経営学会 学術集会・総会 

(第 18 回) 

http://world-

meeting.co.jp/

jaha2019/ 

11 月８日(金) 
宮城県医師会館 

(仙台)
３時間 

福祉医療機構(WAM) 

「介護老人保健施設経営セミナー」

(地域における在宅支援・在宅復帰の拠

点として今老健に求められること) 

03-3438-9932

(福祉医療機構

の HPから)

11 月８日(金) 

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)

２時間 

国立病院総合医学会 

(第 73 回) 

http://www.cong

re.co.jp/73nms/

11 月８日(金) 

 ～９日(土) 

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.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


