（2021年1月5日現在）

2020年度 オンラインセミナー予定表
配信日程

名

称

対

象

会

場

７月１日（水）～９月１８日（金）

令和２年度診療報酬改定のポイントと今後 院長・副院長・各科診療部長・事務長・看護
Web配信（配信終了）
の経営戦略
部長・医事課職員等

７月１日（水）～９月１８日（金）

（第１回）診療報酬管理オンラインセミナー 新任医事課職員等

Web配信（配信終了）

９月１６日（水）～１２月２５日（金） 看護部会オンラインセミナーVol.１

看護部門職員

Web配信（配信終了）

９月２４日（木）～１２月２５日（金） 自治体病院経営幹部必聴！地域医療の
未来を考えるオンラインセミナー

院長、副院長、看護部長、事務局長等（病
院経営幹部）

Web配信（配信終了）

９月２４日（木）～１２月２５日（金） 事務長養成オンラインセミナー

事務部門の長、同等職及び事務職管理職員 Web配信（配信終了）

１０月２０日（火）～１月３１日（日） 看護部会オンラインセミナーVol.２

看護部門職員

Web配信

１０月２０日（火）～１月３１日（日） 放射線部会オンラインセミナー

放射線部門職員

Web配信

１０月２０日（火）～１月３１日（日） 臨床工学部会オンラインセミナー

臨床工学部門職員

Web配信

薬剤部門職員

Web配信

１１月９日（月）～２月５日（金）

薬剤部会オンラインセミナー

１１月１８日（水）～２月１９日（金） 事務長養成オンラインセミナーVol.２

事務部門の長、同等職及び事務職管理職員Web配信

2021年1月中旬配信開始

看護部会オンラインセミナーVol.３

看護部門職員

Web配信

2021年1月中旬配信開始

栄養部会オンラインセミナー

管理栄養士、栄養士

Web配信

2021年3月中旬配信開始

（第２回）診療報酬管理研修会《医療関連
法規、看護必要度》

事務長、医事課長、医事系職員等

Web配信

2021年3月中旬配信開始

（第３回）診療報酬管理研修会《個別指導、
事務長、医事課長、医事系職員等
ＤＰＣの医療機関別係数》

Web配信

2020年度 研修事業計画（予定）
日
４月

５月

６月

程

名

称

対

象

会

場

２４日（金）

診療報酬管理研修会(第１回) ［中止］

新任医事課職員等

東京「ＡＰ浜松町」

１５日（金）

看護部会研修会［中止］

看護部門の長

東京「都市センターホテル」

１５日（金）

ＤＰＣ制度初心者向け説明会 ［中止］

診療情報管理士、医事担当職員等

東京「全国都市会館」

２９日（金）

事務管理者研修会［中止］

事務（局）長、管理職員、中堅職員等

東京「ＡＰ浜松町」

４日（木）・５日（金）

看護師研修会［中止］

看護師等

東京「ＡＰ浜松町」

５日（金）

薬の値引き交渉術勉強会（第１回）［中止］ 医薬品の価格交渉・購買に携わっている職員 東京「都市センターホテル」

１１日（木）・１２日（金）

薬剤部会研修会［中止］

薬剤部門職員

１１日（木）・１２日（金）

事務長養成研修会［中止］

事務部門の長、同等職及び事務職管理職員 東京「ＡＰ浜松町」

１６日（火）

自治体病院管理者研修会［中止］

院長、事務長、看護部長、その他幹部職員 東京「都市センターホテル」

２６日（金）

栄養部会研修会［中止］

栄養士等

静岡「グランシップ」

２６日（金）～２７日（土） 自治体病院リーダー養成塾［中止］

管理者、院長、副院長、部長等の経営層

東京「砂防会館 別館」

４日（土）

臨床検査部会研修会［中止］

臨床検査部門職員

兵庫「兵庫県立尼崎総合医療センター」

１１日（土）

放射線部会研修会［中止］

放射線部門職員

愛知「小牧市民病院」

新潟「新潟グランドホテル」

７月

８月

１９日（水）～２１日（金） 看護管理研修会(第１回)［中止］

看護師長・主任

大阪「シティプラザ大阪」

２６日（水）～２８日（金） 精神科特別部会総会・研修会［延期］

医師、看護師、コメディカル職員等

石川「金沢ニューグランドホテル」

２９日（土）～３０日（日） 臨床研修指導医講習会（第１５６回）［中止］

臨床経験原則３年以上、かつ研修医の指導に当たる医
師、１泊２日の宿泊ができる者

兵庫「神戸ポートアイランドセンター」

４日（金）

リハビリテーション部会研修会［中止］

リハビリ部門職員、リハビリ医療に従事する医師・看護師等

島根「松江市立病院」

１２日（土）

臨床工学部会研修会［中止］

臨床工学部門職員

東京「ＡＰ浜松町」

臨床経験原則３年以上、かつ研修医の指導に当

９月

１２日（土）～１３日（日） 臨床研修指導医講習会（第１５７回）［中止］ たる医師、１泊２日の宿泊ができる者
１７日（木）・１８日（金）

接遇トレーナー養成研修会［中止］

事務職員、看護部職員等で接遇トレーナー希望者 東京「ＡＰ浜松町」

１７日（木）・１８日（金）

臨地実習研修会［中止］

看護学生の臨床実習指導者
臨床経験原則３年以上、かつ研修医の指導に当

１０月

１１月

１２月

2021年
１月

兵庫「神戸ポートアイランドセンター」

７日（水）～９日（金）

看護管理研修会(第２回)［中止］

看護師長・主任

東京「砂防会館 別館」

１６日（金）

診療材料購入管理研修会［中止］

用度担当職員等

東京「全国都市会館」

２２日（木）

ＤＰＣデータ分析事例研究発表会［中止］

診療情報管理士、医事担当職員等

東京「全国都市会館」

２３日（金）

ＤＰＣデータ分析実務研修会［中止］

当協議会ＤＰＣ分析事業参加病院の診療情
東京「ニッセイ永田町ビル」
報管理士、医事担当職員等

２９日（木）・３０日（金）

第５９回全国自治体病院学会［延期］

全職種

奈良県奈良市

６日（金）

薬剤管理研修会［中止］

薬剤部門の長及び同等職

東京「全国都市会館」

８日（日）

重症度、医療・看護必要度評価者養成研修会［中止］

院内において看護必要度の評価をされている師
長、主任等

東京「ＡＰ浜松町」

１３日（金）

栄養・調理研修会［中止］

栄養士、調理師等

香川「レクザムホール」

１５日（日）～２１日（土） 海外医療視察Ａ研修団［中止］

全職種

エストニア・フィンランド

１８日（水）

地域医療再生フォーラム［中止］

全職種

東京「都市センターホテル」

１８日（水）

経営セミナー［中止］

管理者、首長、事務長、管理局員等

東京「都市センターホテル」

３０日（月）
～１２月１日（火）

医療安全管理者養成研修会(管理コース)［中止］ 医療安全実務担当者等

東京「全国都市会館」

２日（水）～４日（金）

医療安全管理者養成研修会(実践コース)［中止］ 医療安全実務担当者等

東京「全国都市会館」

５日（土）～６日（日）

医療安全管理者養成研修会(第１回専門コース)［中止］

５日（土）～６日（日）

臨床研修指導医講習会（第１５９回）［中止］ たる医師、１泊２日の宿泊ができる者

９日（水）～１１日（金）

看護管理研修会(第３回)［中止］

１８日（金）

精神保健指定医研修会(更新・１回)［中止］ 本年度受講対象の精神保健指定医

東京「東京コンファレンスセンター・品川」

１８日（月）

精神保健指定医研修会(更新・２回)［中止］ 本年度受講対象の精神保健指定医

大阪「シティプラザ大阪」

１８（月）～２３日（土）

海外医療視察B研修団［中止］

全職種

ドイツ・デンマーク

２１日（木）・２２日（金）

院長・幹部職員セミナー［中止］

院長、事務長、看護部長、その他幹部職員

東京「都市センターホテル」

医療安全実務担当者等
臨床経験原則３年以上、かつ研修医の指導に当

看護師長・主任

臨床経験原則３年以上、かつ研修医の指導に当

東京「ＡＰ浜松町」
東京「都市センターホテル」
東京「都市センターホテル」

東京「都市センターホテル」

１５日（月）

薬の値引き交渉術勉強会（第２回）［中止］ 医薬品の価格交渉・購買に携わっている職員 東京「都市センターホテル」

１８日（木）～１９日（金）

医療安全管理者養成研修会(第２回専門コース)［中止］

医療安全実務担当者等
臨床経験原則３年以上、かつ研修医の指導に当

３月

東京「全国都市会館」

２６日（土）～２７日（日） 臨床研修指導医講習会（第１５８回）［中止］ たる医師、１泊２日の宿泊ができる者

２３日（土）～２４日（日） 臨床研修指導医講習会（第１６０回）［中止］ たる医師、１泊２日の宿泊ができる者

２月

兵庫「神戸ポートアイランドセンター」

東京「ＡＰ浜松町」

２０日（土）～２１日（日） 臨床研修指導医講習会（第１６１回）［中止］ たる医師、１泊２日の宿泊ができる者

東京「都市センターホテル」

４日（木）・５日（金）

認知症ケア研修会［中止］

看護師

東京「全国都市会館」

１０日（水）～１２（金）

精神保健指定医研修会(新規)

受講後１年以内に精神保健指定医の申請を行う方 東京「砂防会館 別館」

１９日（金）

診療報酬管理研修会(第２回)［中止］

事務長、医事課長等

東京「ＡＰ浜松町」

