DPC コース
第 10 期生募集のご案内
平成 30 年度診療報酬改定 対応

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。本会諸事業につ

いては、格別のご協力、ご支援を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本会診療情報管理士教育委員会では、病院における DPC の専門的
な技術者を養成するため、
「DPC コース」を設置しています。
病院職員が DPC 業務を担当するにあたり必要となる DPC の専門的なコ

一般社団法人日本病院会
会長 相澤 孝夫

ーディング技術、データベースの構築方法、データ分析など具体的な手法
を習得する 1 年間の通信教育です。
つきましては、下記のとおり募集いたしたく、多数ご参加くださいますよ
うご案内申しあげます。

開催地
・
日 程
・
会 場

対象者

診療情報管理士教育委員会
委員長 武田 隆久

（１）東京開催：平成 30 年 11 月 10 日（土）10：00～17：00
（１）東京開催：平成 30 年 11 月 11 日（日）19：00～17：00
■日本病院会セミナールーム（〒102-8414 東京都千代田区三番町 9-15）
（２）大阪開催：平成 30 年 10 月 27 日（土）10：00～17：00
（２）大阪開催：平成 30 年 10 月 28 日（日）19：00～17：00
■新梅田研修センター（〒553-0003 大阪市福島区福島 6-22-20）
（３）福岡開催：平成 30 年 19 月 15 日（土）10：00～17：00
（３）福岡開催：平成 30 年 19 月 16 日（日）19：00～17：00
■国立病院機構九州医療センター（〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜 1-8-1）
（1）日本病院会「診療情報管理士」の認定を有する者
（2）日本病院会「診療情報管理士通信教育」の修了者および受講者
日
程：平成 30 年 10 月 12 日（金）～14 日（日）1
（3）指定大学・指定専門学校で所定の単位を履修した卒業者および履修中の者
※12（2）
日は、（3）の者は「診療情報管理士」の認定をもって「DPC
10 時開始、14 日は 16 時 30 分終了予定。
ただし、
コース」の
（時間は予定です。詳細は後日送付する時間割にてご確認ください。）
認定とする。

会
場：一般社団法人日本病院会セミナールーム
※（3）に該当する指定校在学中の方は在学証明書を、卒業生は卒業証明書を申込書に
（〒102-8414 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル）
添付してください。
※サテライト会場のご案内になる場合があります

受講料

30,000 円（消費税込）
（1 年間）
・教材費、スクーリング参加費、認定料を含みます。
・受講受理通知を受けてから納入のこと。（受理通知は申込締切後発送予定（7 月上旬頃）
）
・既納の受講料は返却できません。

募集定員

申込締切

東京 250 名、大阪 200 名、福岡 200 名
※定員に達した場合は先着順となります。

平成 30 年 6 月 8 日（金）（必着）

申込用紙（別紙：表面）と個人情報等の取り扱いに関して（別紙：裏面）に必要事項を

申込
方法

記入し、下記まで郵送にてお申し込みください。
日本病院会通信教育第 1 課 DPC コース係 宛
〒102－8414 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル 4F
お問い合わせ：TEL 03-5215-6647 FAX 03-5215-6648

認定名称

一般社団法人日本病院会認定 DPC コース修了者

※会場および日程は、会場の都合等によりやむを得ず変更する場合もありますので、連絡物にご注意ください。
※お申込後、受講受理通知（受講料請求書、時間割 同封）をお送りします。

＜お申込み・お問合せ＞
〒102-8414 東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル
日本病院会 DPC コース係
電話：03-5215-6647 FAX：03-5215-6648
※今期から、本コース認定者へのフォローアップを目的に再受講制度を設けました。詳細は専用ホームページ
http://www.jha-e.com/dpc / にて後日ご案内予定です。

教育概要

1．研修科目

（1）診断群分類の基礎（DPC 制度、診断群分類の仕組み）
対面授業：3 時間 自宅学習：17 時間
（2）診断群分類の実務（診療情報管理、コーディング、精度管理、実務）
対面授業：5.5 時間 自宅学習：34.5 時間
（3）診断群分類を活用した分析Ⅰ・Ⅱ
（データ分析（分析の基礎、プロセス、マーケティング、コスト））
対面授業：3.5 時間 自宅学習：16.5 時間

2．対面授業（スクーリング）
開催地：東京・大阪・福岡
期間 ：2 日間

3．自 宅 学 習
リポート問題による自学習

4．評

価

提出用リポートによる（翌年 1 月頃提出）

※時間割は、別途受講者に連絡します。
※会場および日程は、会場の都合によりやむを得ず変更する場合があります。
受講期間中は、事務局よりお知らせしますので必ずご確認ください。
＜教材は、8 月下旬頃発送の予定です＞
H30 年 3 月現在

会場地図

（１）東京開催

・平成 30 年 11 月 10 日（土）・11 日（日）
会場：一般社団法人日本病院会セミナールーム
住所：〒102-8414 東京都千代田区三番町 9-15
＜サテライト会場のご案内になる場合があります＞
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩 6 分、東京メトロ有楽町駅「麹町駅」より徒
歩 8 分 JR 中央線・総武線、東京メトロ有楽町線・南北線、都営地下鉄新宿線「市ヶ
谷駅」より徒歩 8 分

（２）大阪開催

・平成 30 年 10 月 27 日（土）・28 日（日）
会場：新梅田研修センター
住所：〒553-0003 大阪市福島区福島 6-22-20
JR 大阪駅から徒歩 10 分
（大阪駅から直通バスで 5 分）

（３）福岡開催

・平成 30 年 9 月 15 日（土）・16 日（日）
会場：国立病院機構九州医療センター
住所：〒810-8563 福岡市中央区地行浜 1-8-1
姪浜・唐津方面行き地下鉄に乗車し［唐人町駅］または
［西新駅］にて下車 徒歩 15 分

