全日病発 272 号
2021 年 12 月 21 日
各 位
公益社団法人 全日本病院協会
会 長 猪口 雄二
個人情報保護担当委員会
委員長 山田 一隆

「２０２１年度 個人情報管理・担当責任者養成研修会ベーシックコース」
ハイブリッド開催（会場参加または Zoom を使用した Web 参加いずれも可）について
～医療・介護関係事業者における改正個人情報保護法に対応するために～
平素は、会務運営にあたり格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、個人情報保護に関する誤った解釈などから、その対応に苦慮している医療機関も少なくなく、
当協会の個人情報相談窓口への質問と共に、院内の担当職員への研修の要請が数多くございます。
本研修は座学だけの受け身の研修ではなく、当協会の個人情報相談窓口に実際に問い合わせいただい
た事例を用いたグループワークを経験いただくことで、より実践的な知識を身に付けていただける研修
となっております。
つきましては、医療機関内に個人情報保護に関する知識を持ち、職員等を指導できる人材の育成を目
的に、標記「個人情報管理・担当責任者養成研修会 ベーシックコース」を昨今の新型コロナウィルス感
染症の流行状況を鑑み、ハイブリッド方式（会場参加または Zoom を使用した Web 参加いずれも可）にて
開催いたします。
なお、会場参加希望者が著しく少ない場合や新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては WEB 受
講への変更を依頼する可能性もございます。
本研修の参加者には、当協会より「受講認定証」を発行いたします。個人情報保護担当職員のご参加
について、ご高配方宜しくお願い申し上げます。
記
１．日 時

２０２２年２月１０日（木）１０：００～１６：３０

２．開催方法 全日本病院協会 大会議室 or WEB（Zoom を使用）
〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7Ｆ
TEL：03-5283-7441 ・JR、都営三田線「水道橋駅」徒歩４分※別紙 ２ 会場案内図参照
※ハイブリッド形式(会場参加または Zoom を使用した Web 参加いずれも可)
で開催します。自宅や職場からの参加も可能です。
３．対象者

医療機関の個人情報保護管理責任者、担当者

４．定 員

４８名 （先着順とさせていただきます。）

５．研修プログラム（予定）
午前：講
義

・医療機関の個人情報保護法・マイナンバー法への対応
・医療及び介護分野における個人情報保護法
・個人情報保護法の概要・過去の問い合わせ事例紹介
午後：グループワーク ・課題①
・課題②
※プログラム内容は変更になる場合があります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※グループワークの課題は見直しを図り、新しいものをご提供予定です。
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６．講 師

個人情報保護委員会事務局
未
定
宮澤潤法律事務所 弁護士
宮 澤
潤
東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野 教授 長谷川 友 紀
公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院 理事長
飯 田 修 平
※ 講師は変更になる場合があります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

７．参加費

会 員：１３，２００円（本体価格：１２，０００円）
会員外：１７，６００円（本体価格：１６，０００円）
※会員・非会員については、下記 URL をご確認いただき、参加者の所属医療機関が掲
載されている場合は「会員」となります。
URL：https://www.ajha.or.jp/about_us/pdf/202112_average.pdf
※受講料、昼食代（※Web 参加の場合は、昼食代の 返金はありません。）
、書籍代
『医療・介護における個人情報保護 Q＆A (じほう)』
（2,750 円（税込））を含みます。

８．申込方法
≪WEB で申込みの場合≫
①全日本病院協会ホームページ( https://www.ajha.or.jp/)より

お申込み用 QR コード

「教育研修」を選択し、本研修の申込み画面をお開き下さい。
※スマートフォンをお持ちの方は右記 QR コードよりアクセス可能です。
※すでに定員に達している場合お申込みいただけない場合がございます。
②研修申込み画面より必要事項を入力し、受講者情報を送信してください。
※送信後、ご登録頂いたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。
③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した
申込確認メールが届きます。送付された案内をご確認のうえ、
参加費を指定期日までにお振込ください。

※お手持ちのスマートフォン
等で読み取ると直接申込フォ
ームへアクセスできます。

≪WEB 以外での申込みの場合≫
①WEB 以外でお申込みの場合は FAX での申込となります。別紙申込書に必要事項をご記入のうえ FAX
03-5283-7444 にてお申し込み下さい（必ずメールアドレスの記載をお願いします）。
②申込書の情報を事務局で WEB システムに入力後、ご登録のメールアドレスへ到着確認メールをお
送りします。
③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが届きます。送付さ
れた案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。

９．締切日：２０２２年１月２８日（金） （定員に達し次第、締切となります。）
※接続テストや資料準備の関係から、１月２８日（金）以降の参加方式の変更は承れま
せん。

10．その他：ご宿泊が必要な方につきましては各自でご手配願います。
入金後の参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。欠席者には資料の発送をもっ
てかえさせていただきます。また、キャンセル待ちとなった方には、キャンセル待ちから
参加可能になった場合のみ、ご連絡いたします。そして、キャンセル待ちで空き状況のお
問い合わせにはお答えできません。
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11.WEB 研修会申込時の注意事項
【ZOOMURL・配付資料等】
●web で参加される方
2022 年 2 月 7 日（月）までに Zoom で参加するために必要な URL、接続テストのご案内についてメール
にて送付いたします。資料等については、研修３日前までに申込時にご登録の住所へ郵送にてお送り
いたします。
●会場で参加される方
ZOOMURL、配布資料の事前送付はございません。資料については、当日会場にてご準備いたします。
【必要環境】
●Zoom への参加にはインターネット環境が必要です。
※注 快適な視聴状況を保つため、インターネット接続は有線 LAN を推奨します。
※注 通信容量に制限のあるモバイルルーター等で参加されると、環境によっては
通信容量の上限を超え、接続速度等に制限がかかる恐れがあります。
●1 名につき 1 台の PC 等通信端末をご用意ください。
※注 複数名がご所属の病院等同じ部屋から参加する場合は、ハウリング防止のため
必ずイヤホンをご使用ください。
●カメラとマイク （必須）
パソコンに内蔵されていない場合は外付けを用意してください。
【Zoom について】
●研修会の参加前に Zoom のバージョンアップデートを済ませておいてください。
【参加にあたってのお願い】
●申し込み後、使用予定の通信端末・インターネット環境に問題がないか、
事前の接続テスト（必須）を 2 月 7 日（月）～2 月 9 日（水）に実施いたします。
●当日、研修に参加できない場合は、必ず下記研修担当者まで電話またはメールにて
ご連絡ください。ご連絡がない場合は、自己都合による欠席として扱わせていただきます。
●今後の研修会の改善資料とするため、研修会は録画致しますのでご了承ください。

12．お問合せ：（公社）全日本病院協会 事務局 個人情報保護担当 久下（クゲ）・山﨑・小西
〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
E-mail：ajha-kojin@ajha.or.jp
13．協 賛

一般社団法人

全日病厚生会
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【別紙１】
２０２１年度
「個人情報管理・担当責任者養成研修会 ベーシックコース」
ハイブリッド開催（会場参加または Zoom を使用した Web 参加いずれも可）
参 加 申 込 書
＜申込締切：２０２２年１月２８日（金）＞
※原則は WEB より申込み下さい。WEB で申し込めない場合のみ、本申込書に
必要事項をご記入のうえＦＡＸよりお申込ください。
※接続テストや資料準備の関係から、１月２８日（金）以降の参加方式の
変更は承れません。
【FAX 番号】03-5283-7444
※

楷書にて正確にご記入ください。

病院名
〒

－

ＴＥＬ

（

）

－

ＦＡＸ

（

）

－

住

所

メールアドレス
※必須
参加方式※必須

※記入なしの場合は無効となります。

会場参加 ・ ＷＥＢ参加(Zoom 使用) ※いずれかに○をお願いします
職種

役職

氏

名（フリガナ）

参加者

性別

男 ・ 女

【申込書送付先・問合せ先】(公社)全日本病院協会 事務局 担当：久下（クゲ）
、山﨑、小西
公益社団法人 全日本病院協会 事務局 個人情報保護担当
〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
E-mail：ajha-kojin@ajha.or.jp
※研修会申込者の個人情報は、本研修会の実施に関する目的にのみ使用いたします。
※事務局にてご登録内容確認後、メールにて「研修会参加確定の連絡・参加費振り込みのお願い」を
お送りいたします。
※参加料のご入金確認をもって、参加申込手続き完了とさせていただきます。
※参加料の金額、振込み先は、メールに記載されています。
※入金後のキャンセルにつきましては、ご返金いたしません。資料の発送をもってかえさせて いただ
きます。
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【別紙２】

【会場案内図】
会場：(公社)全日本病院協会 大会議室１
〒101-8378

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F

TEL:03-5283-7441

交通手段
JR 総武線・都営三田線「水道橋」駅下車
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徒歩４分

