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全日病発 第58号 

令和2年8月4日 

各 位 

  公益社団法人 全日本病院協会 

会  長 猪口 雄二 

医療の質向上委員会 

委 員 長 永井 庸次 

副委員長 飯田 修平 

 

第４回 TQM（総合的質経営）の医療への適用 -医療と社会と法-  研修会 

新型コロナウィルスを契機とする社会変革を切り口として 

 開催方式および会場変更のご案内  

 

ご案内を発出後、参加申し込みをいただいておりますが、新型コロナウィルスの経緯に鑑

み、ハイブリッド方式（会場参加・Web 参加いずれも可）に変更します。会場も都内の練

馬総合病院講堂（200 名収容可）に変更しました。従来と同様の会場参加も、自宅等から

の Web 参加も可能です。この機会にご参加いただき、研修会を活性化していただきたくお

願い申し上げます。以下は、最初の案内文の概要です。 

 

当協会では、医療への総合的質経営(TQM：Total Quality Management)の導入を目的

に、医療の質向上委員会を設置し、TQM講演会の開催、トップマネジメント研修における

TQMの導入にかかわるケーススタディ等を継続して実施しています。また、標記について

は、2013年に松山市、2016年に富山市、2017年に札幌市で合宿研修会を開催し、参加

者からご好評をいただいております。 

「TQM（総合的質経営）の医療への適用 ―医療と社会と法―」を主題とした、第４回

の研修会を企画しました。医療は社会の中で法に基づいて行っていることを再確認していた

だくことが目的です。法の精神（リーガルマインド）を体得していただくことができます。 

新型コロナウィルス（COVID-19）の影響の範囲と程度は、極めて甚大です。社会情勢

が大きく変わり、価値観の転換が起きています。医療機関経営者および職員には、的確な情

勢判断と適切な意思決定が求められています。当研修会では新型コロナウィルス（COVID-

19）を切り口として、行政、団体、医療機関、医療従事者それぞれの立場における対応を

振り返り、今後の課題と展望を検討します。 

組織運営の意思決定に関わる物事の基本的考え方を、医療、社会、法のそれぞれの観点か

ら検討することを目的としております。 

講師には、当協会の顧問弁護士であり、個人情報保護担当委員会外部委員・医療事故調査

等支援担当委員会として、相談業務、研修会の講師でもある宮澤潤先生（宮澤潤法律事務所 

所長）、長谷川友紀先生（東邦大学医学部社会医学講座 教授）にご講演をいただきます。 

本研修の特徴は、主題に関して全般的な講義を受けた後、参加者がグループワークで解決

方法を考え、合意形成し、さらに、グループ間で討議することにあります。 

別紙開催要綱のとおり企画しましたのでご案内申し上げます。ご参加をご検討いただきたく

お願い申し上げます。 
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第４回 TQM（総合的質経営）の医療への適用 -医療と社会と法-  研修会 

新型コロナウィルスを契機とする社会変革を切り口として 

開催要綱 

 

１．開催日程：令和2年９月１2日（土）12:00～19:00 

令和2年９月１3日（日）08:30～16:30 

 

２．募集定員：40名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

 

３．会  場：公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院（別紙地図参照） 

〒176-8530 東京都練馬区旭丘1-24-1 

ＴＥＬ：0３-５９８８-2200（代表） 

※コロナウィルスの状況により、会場を変更しました。 

ハイブリッド形式（会場で参加またはWeb参加いずれも可）で開催します。 

自宅等からの参加も可能です。 

 

４．宿泊場所：各自で確保お願いします。 

 

5．参加費：  会員病院職員：５0,000円（税込み：５５,000円） 

非会員病院職員：７0,000円（税込み：７７,000円） 

※１ 受講料、テキスト、昼食（１３日、Web参加の場合は上記金額よ

り1,100円（税込）を差し引いてご案内いたします）を含みま

す。ただし、交通費、参考図書は含みません。 

 

６．新型コロナウイルス感染予防対策について 

  ・研修参加中は咳エチケット、マスク着用、こまめな手洗い・手指の消毒の徹底をお願 

いいたします。 

  ・研修参加中は毎朝検温を実施し、発熱、だるさ・咽頭痛・咳など感染を疑う症状の有 

無を確認してください。感染を疑う症状がある、または体調が思わしくない場合には 

事務局までお申し出ください。 

  ・受付および研修参加中に感染を疑う症状がみられる場合には参加をご遠慮いただく場

合がございます。 

  ・その他、判断に迷うことがありましたら事務局までご連絡ください。 

 

７．その他 

  ・既申込者も、改めて、会場参加かWeb参加かを明記してください。 

  ・ご入金後の参加キャンセルの場合、参加費の返金はいたしかねます。 

  ・欠席の場合は講習会資料の発送をもって代えさせていただきます。 

  ・参加申込の際にお送りいただいた個人情報は、適切に処理し、本研修の目的以外には 

使用いたしません。 
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8．プログラム（予定） 

＜１日目＞ 開始時間 12：00 終了時間 19：00 

開始 終了 内容 講師（敬称略） 

12:00 12:05 開会挨拶 全日本病院協会 常任理事 

医療の質向上委員会 委員長 永井 庸次 

12:05 12:10 挨拶 全日本病院協会 名誉会長 

西澤 寛俊 

12:10 12:20 研修趣旨・プログラム説明 全日本病院協会 理事 

飯田 修平 

12:20 12:25 講師紹介 

 

12:25 13:20 総論Ⅰ：組織管理・TQM 

ものごとの考え方・論理思考 

練馬総合病院 理事長・院長 

飯田 修平 

13:20 13:30 GW方法・課題説明 

 

13:30 13:40 休憩（10 分） 

 

13:40 15:00 グループワークⅠ 

 

15:00 16:20 発表Ⅰ 

 

16:20 16:30 休憩（10 分） 

 

16:30 17:30 各論Ⅱ：社会とは 東邦大学医学部 教授 

長谷川 友紀 

17:30 17:40 休憩（10 分） 

 

17:40 19:00 グループワークⅡ 

 

 

＜２日目＞ 開始時間 8：30 終了時間 16：30 

開始 終了 内容 講師（敬称略） 

8:30 10:00 発表Ⅱ 

 

10:00 10:10 休憩（10 分） 

 

10:10 11:10 各論Ⅲ：法とは 宮澤潤法律事務所 所長 

宮澤 潤 

11:10 11:20 休憩（10 分） 

 

11:20 12:40 グループワークⅢ 

 

12:40 13:30 昼食休憩(50 分) 

 

13:30 15:00 発表Ⅲ 

 

15:00 15:10 休憩（10 分） 

 

15:10 16:15 感想 

 

16:15 16:30 総括 全日本病院協会 理事 

飯田 修平 

※プログラムは、おおよその予定であり、時間、内容が変更になる可能性があります。 

※参考図書提示、事前課題を出す予定です。 

※グループワーク（GW)を中心とします。
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第４回 TQM（総合的質経営）の医療への適用 -医療と社会と法-  研修会 

公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 地下１F 講堂 

〒176-8530 東京都練馬区旭丘1-24-1 

ＴＥＬ：0３-５９８８-2200（代表） 

 https://nerima-hosp.or.jp/ 

 

西武池袋線江古田駅南口より 旭丘文化通り徒歩約7分      大江戸線新江古田駅南口より徒歩10分 

https://nerima-hosp.or.jp/access/ 

      
 

別紙 会場地図 

研修会場 

B1講堂 
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第４回「TQM（総合的質経営）の医療への適用―医療と社会と法―」研修会 

[参加申込書] 

参加者氏名 

ふりがな： 年齢 

    

E-mail【必須】： 

役職名   
左欄の 

職歴年数 
     年 

病院名  

病院所在地 

〒 

         都道 

         府県 

TEL （   ）   -      FAX （   ）    -      

当協会主催の

研修会 

参加歴 

【  】医療機関トップマネジメント研修コース 

【  】病院事務長研修コース 

【  】看護部門長研修コース  

【  】その他（研修会名：                    ） 

会場参加    

Web 参加 
□会場参加    □Web 参加 

 

【注意事項】 

○ 本受講申込書に必要事項を記入の上、FAX（03-5283-7444）にて、下記送付先ま

でお送りください。 

○ 受講料その他詳細に関しましては、おって事務局よりFAXにて受講確認書ご返送いたし

ます。 

○ 参加費に交通費は含んでおりません。会場までの交通手段は各自でお手配下さい。 

○ 申込締切：８月３１日（月） 

 

【申込先】 

公益社団法人 全日本病院協会 

〒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 

ＦＡＸ：03-5283-7444 E-mail：dpc@ajha.or.jp 

 


