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全日病発 第128号 

2021年7月26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 

 

第5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 

開催のご案内（WEB参加も可） 

 

日頃より、全日本病院協会の活動にご理解とご協力をいただき誠に有難うございます。 

さて、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、2020年に練馬区（WEB参加併用）

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。 

この度、「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5回の合宿研修会を企画しました。副題にあるように、医療は社会の中で法に基づいて行

っているという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感染症（COVID-19）の影響の範囲と程度が極めて大きく、昨年の当研

修会は、開催予定地の帯広中央病院と練馬総合病院の2会場およびWEBのHybrid開催となりま

した。 

社会情勢が大きく変わり、価値観の転換が起きています。本年も、COVID-19への行政、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。 

講師には当協会の各委員会でも活動され、医療現場の実情、法律を熟知されている専門家

をお迎えしており、当協会の顧問弁護士であり、個人情報保護担当委員会特別委員・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）が法律、長谷川友紀先生（東邦大学医学部社会医学講座 教授）が社会、飯

田修平（公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院 理事長）が医療を担当します。 

本研修の大きな特徴は、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。 

本年も全日病会議室とWebのHybrid形式とします。 

つきましては、別紙開催要綱のとおり企画いた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5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：2021年10月23日（土）10:00～19:00 

2021年10月24日（日）08:30～15:30 
 
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：①公益社団法人 全日本病院協会 大会議室（別紙２参照） 

〒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 

       ②WEB（「Zoomミーティング」を使用） 

・参加お申し込み後、Zoom参加に関するメールを差し上げます。 

・講師、他参加者との質疑、グループ発表、成果物作成があるためカメ 

ラ、マイク機能（外付け可）のあるＰＣでご参加ください。 

・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を推奨い 

たします。 

※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て接続速度等に制限がかかる惧れがあ 

ります。 
 
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） 

※ 受講料、テキスト、会場参加の方は昼食代（1,100円 税込×2日間）、 

WEB参加の方はWEB運営費（1,100円 税込／日）を含みます。ただし、交 

通費、参考図書は含みません。 
 

７．申込方法：①申込用紙（別紙２）に必要事項をご記入のうえFAX（03-5283-7444）より 

お申し込み下さい。 

②おって「確認書・参加費お振込のご案内」をFAXにてお送りいたしますの 

で、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下さ 

い。 

※定員を超えている場合には事務局よりご連絡いたします。 
 

８．締切日：2021年10月1日（金）（定員に達し次第、締切となります） 
 

９．取消し：参加費ご入金後の返金は原則行いません。資料の発送をもってかえさせていた 

だきますのでご了承下さい。 
 

10．その他：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。

【お問合先】 

公益社団法人 全日本病院協会(担当:吉田・向井・中込） 

〒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：dpc@ajha.or.jp 
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8．プログラム（予定） 

＜１日目＞ 開始時間 10：00 終了時間 19：00 

開始 終了 内容 講師（敬称略） 

10:00 10:05 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  

10:05 10:20 研修趣旨・プログラム説明 練馬総合病院 理事長 

飯田 修平 

10:20 10:25 講師紹介 

 

10:25 11:20 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 

飯田 修平 

11:20 11:30 GW方法・課題説明 

 

11:30 11:40 休憩（10 分） 

 

11:40 13:00 グループワークⅠ 

 

13:00 13:45 昼食休憩(45 分)  

13:45 15:05 発表Ⅰ 

 

15:05 15:15 休憩（10 分） 

 

15:15 16:10 各論Ⅱ：法とは 宮澤潤法律事務所 所長 

宮澤 潤 

16:10 16:20 休憩（10 分） 

 

16:20 17:40 グループワークⅡ 

 

17:40 19:00 発表Ⅱ  

 

＜２日目＞ 開始時間 8：30 終了時間 15：30 

開始 終了 内容 講師（敬称略） 

08:30 09:25 各論Ⅲ：社会とは 東邦大学医学部 教授 

長谷川 友紀 

09:25 09:35 休憩（10 分） 

 

09:35 10:55 グループワークⅢ 

 

10:55 11:05 休憩 

 

11:05 12:25 発表Ⅲ 

 

12:25 13:10 総合討議 

 

13:10 14:00 昼食休憩(50 分)  

14:00 15:20 感想 

 

15:20 15:30 総括 練馬総合病院 理事長 

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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会場案内図 

 
 

講習会  第 5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 

日 時  2021 年 10月 23日（土）10:00～19:00 

2021年 10月 24日（日）08:30～15:30 

会 場  （公社）全日本病院協会大会議室 

      JR総武線・都営三田線「水道橋」駅下車 徒歩４分 

東京都千代田区猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル７Ｆ  

 

会場アクセス 

別紙１ 
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第５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：10月1日（金） 

○ Ｗｅｂで参加される方には、参加者様の環境で問題なく「Zoom」に参加できるか確認す

るための接続テスを実施いたします（問題なければ5分程度で終了します）。日程は参加

申込後に個別に調整いたします。 

 
【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 

 

別紙２ 


