
平成 24 年 1 月 16 日 

会 員 各 位 
 

                          (社)日本医業経営コンサルタント協会 
事務局 事業部事業第一課 

ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5822-6996 

 

平成 23 年度 継続研修実施予定（第 10 回概要報）のご案内 

 

 継続研修が下記のとおり実施される予定となっておりますので、ご案内いたします。 

 会員の方は原則としていずれの研修も受講できますが、受講希望の方は、準備の都合等ありますので、事前に

主催者までお問合せください。講義内容等の詳細は、各主催者までお問合せください。 
 

記 

 
１． 協会主催 （問合せ先 事業第一課 ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5822-6996）  

研修名 開催日 履修時間 開催地 備 考 

地域交流会 
（愛知県支部） 1 月 21 日(土) ４時間 

メルパルク 

名古屋 
案内済 

特別セミナー 1 月 26 日(木) ３時間 ベルサール神田 〃 

地区研究会 
（愛媛県支部） 1 月 28 日(土) ５時間 国際ホテル松山 〃 

地域交流会 
（佐賀県支部） 2 月 2 日(木) ４時間 

ニューオータニ 

佐賀 
〃 

特別セミナー 2 月 4 日(土) ３時間 
札幌 

プリンスホテル 
〃 

地域交流会 
（京都府支部） 2 月 9 日(木) ４時間 

ホテル 

グランヴィア京都 
〃 

集中研修 (★1) 
（名古屋会場） 2 月 10 日(金)～11 日(土) 各日６時間 

ダイテック 

サカエ 
〃 

継続研修 2 月 23 日(木) ６時間 協会研修室 おって案内します

継続研修（情報化・ケ

ーススタディ）(★2) 2 月 29 日(水) ７時間 協会研修室 案内済 

継続研修 (★2) 3 月 5 日(月) ６時間 協会研修室 おって案内します

本部ビデオ研修 3 月 16 日(金) ６時間 協会研修室 おって案内します

(★1)：6 講義中 5講義については、情報化認定コンサルタントが受講した場合、情報化に関する専門講座として

履修認定します。 

(★2)：この研修を情報化認定コンサルタントが受講した場合、情報化に関する専門講座として履修認定します。 

※個人研修用の教材は、協会ホームページの会員専用ページからお申込ください。 

 

 

 

 



 

２． 継続研修委託団体主催 

主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間 

メディカル･マネジメント･

プランニング･グループ 
03-5537-3411 

1 月 27 日(金) 

2012 年の医療・福祉界 

医療提供体制のあるべき姿 

診療報酬・薬価制度の方向性 

ダブル改定による影響と対策 

ダブル改定後の医療・福祉界 

佐々木直隆 

西村 周三 

遠藤 久夫 

猪口 雄二 

西村 周三 

東京・4.5 時間

2月 25 日(土) H24 年度診療報酬改定の概要 中林  梓 福岡・３時間 

3 月 23 日(金) 診療報酬改定と経営対応 診療所編 中林  梓 福岡・４時間 

3 月 24 日(土) 
診療報酬改定と経営対応 病院編 

診療報酬改定と経営対応 介護編 
中林  梓 福岡・各３時間

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

1 月 18 日(水) 
2012 年診療・介護報酬改定 

病医院の防災対策 

中林  梓 
小松 大介 

大阪・３時間 
大阪・２時間 

1 月 19 日(木) 

好ましい病医院の接遇 

今後の医療制度の動向 

ｸﾘﾆｯｸの在宅医療の進め方 

佐竹 桂子 
橋爪  章 
中村 哲生 

大阪・各 2.5 時間

1月 25 日(水) 
2012 年診療・介護報酬改定 

病医院の防災対策 

中林  梓 
小松 大介 

東京・３時間 
東京・２時間 

1 月 26 日(木) 

好ましい病医院の接遇 

今後の医療制度の動向 

ｸﾘﾆｯｸの在宅医療の進め方 

佐竹 桂子 
橋爪  章 
中村 哲生 

東京・各 2.5 時間

2月 1日(水) 
2012 年診療・介護報酬改定 

病医院の防災対策 

中林  梓 
小松 大介 

福岡・３時間 
福岡・２時間 

2 月 2 日(木) 

好ましい病医院の接遇 

今後の医療制度の動向 

ｸﾘﾆｯｸの在宅医療の進め方 

佐竹 桂子 
橋爪  章 
中村 哲生 

福岡・各 2.5 時間

2月 8日(水) 
2012 年診療・介護報酬改定 

病医院の防災対策 

中林  梓 
小松 大介 

東京・３時間 
東京・２時間 

2 月 9 日(木) 

好ましい病医院の接遇 

今後の医療制度の動向 

ｸﾘﾆｯｸの在宅医療の進め方 

佐竹 桂子 
橋爪  章 
中村 哲生 

東京・各 2.5 時間

JPBM 医業経営部会 
03-3253-4711 

1 月 19 日(木) 
経過措置型医療法人からみなし贈与

非課税基金拠出型医療法人への移行 
田中  仁 東京・３時間 

1 月 28 日(土） 医療制度改革の現状と方向 星野 雄一 

岡山 

各日６時間
2月 18 日(土） H24 年度診療・介護報酬改定 伊藤 哲雄 

3 月 10 日(土） 医業経営概論 星野 雄一 

ITEC 病院運営研究会 

03-6222-4979 

1 月 20 日(金） 
施設見学【ビー・エム・エル臨床検

査センター】 
関山 勝好 川越・2.5 時間

2月 27 日(月) 診療報酬の概要と H24 点数改正ﾎﾟｲﾝﾄ 大野 賢一 東京・２時間 

日本医療福祉建築協会 

03-3453-9904 
1 月 27 日(金) 

施設見学【東京慈恵会医科大学付属

青戸病院】 
糸山  剛 東京・３時間 

日本医療福祉設備協会 

03-3812-0257 

2 月 9 日(木) 
病院設備設計ガイドライン 

(電気設備編) 

石黒竜夫 

本多敦、他 東京 

各日６時間
2月 10 日(金) 

病院設備設計ガイドライン 

(衛生設備編) 

横山大毅 

齋藤一彦他 

 
 



 
３．支部主催  

主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講 師 開催地・時間 

北海道支部 

011-783-5515 
3 月 24 日(土) 

ビデオ・診療圏分析と患者動態分析 

ビデオ・患者分析よりみる経営改善 
伊藤 哲雄 

札幌 

４時間

岩手県支部 

019-635-3155 
2 月 12 日(日) 

2012 年度 診療報酬・介護報酬同時改

定の方向性と経営対応 
中林  梓 

盛岡 

３時間

福島県支部 

024-575-1033 
2 月 1 日(水) 

ビデオ・経営戦略業務の理論 1 

ビデオ・赤字中小病院の経営改善事例 

星野 雄一 

伊藤 哲雄 

福島 

４時間

群馬県支部 

0270-25-7553 
1 月 28 日(土) 

医療機関に対する保険を活用したリスク対策

病院の財務分析・人事評価制度の見直し

瀧澤 清美 

藤井  武 

群馬 

３時間

山梨県支部 

055-228-7211 
1 月 19 日(木) 

診療・介護報酬同時改定の最新情勢と

今後の方向性 
中林  梓 

甲府 

３時間

静岡県支部 

054-273-8316 

1 月 20 日(金) ビデオ・診療圏分析と患者動態分析 伊藤 哲雄 静岡   ２時間

3月 31 日(土) 平成 24 年度診療報酬改定 中林  梓 静岡  2.5 時間

京都府支部 

075-343-0870 

1 月 18 日(水) ビデオ・患者分析よりみる経営改善 伊藤 哲雄 京都 

各日２時間3月 22 日(木) ビデオ・医業経営戦略の立案「事例１」 星野 雄一 

兵庫県支部 

06-6411-6081 

2 月 23 日(木) Ｈ24 年度診療報酬改定と病医院の対応 酒井麻由美 尼崎   ２時間

3月 29 日(木) 

ビデオ・H22 改定ﾎﾟｲﾝﾄからの今後の展望

ビデオ・赤字中小病院の経営改善事例

ビデオ・医業経営戦略の立案「事例１」

伊藤 哲雄 

伊藤 哲雄 

星野 雄一 

神戸 

６時間

徳島県支部 

088-653-1717 

1 月 26 日(木) 診療・介護報酬同時改定セミナー 萩原 輝久 徳島   ３時間

2月 9日(木) 
ビデオ・診療圏分析と患者動態分析 

ビデオ・財務分析よりみる経営改善 
伊藤 哲雄 

徳島 

各日４時間
3月 22 日(木) 

ビデオ・人員効率よりみる経営改善 

ビデオ・患者分析よりみる経営改善 
伊藤 哲雄 

福岡県支部 

092-731-6001 

3 月 17 日(土) 
介護報酬改定と医療、介護施設経営 

介護報酬改定のポイントと対応策 

萩原 輝久 

中林  梓 福岡 

各日６時間
3月 18 日(日) 

診療報酬改定と病・医院経営 

診療報酬改定のポイントと対応策 

萩原 輝久 

中林  梓 

熊本県支部 

096-352-4781 

2 月 14 日(火) 
ビデオ・診療圏分析と患者動態分析 

ビデオ・財務分析よりみる経営改善 
伊藤 哲雄 

熊本 

各日４時間
3月 13 日(火) 

ビデオ・患者分析よりみる経営改善 

ビデオ・赤字中小病院の経営改善事例
伊藤 哲雄 

大分県支部 

0977-85-5151 
1 月 21 日(土) 

ビデオ・赤字中小病院の経営改善事例

高齢者向け住宅の動向 

伊藤 哲雄 

衛藤 恭男 

大分 

各２時間

宮崎県支部 

0985-23-2301 
2 月 4 日(土) 

患者さんとの信頼関係を築く接遇コミ

ュニケーション 
増田 智子 

宮崎 

３時間

沖縄県支部 

098-879-6675 

1 月 18 日(水) 点数改定前情報交換会 石川  久 南風原  ２時間

2月 15 日(水) 
ビデオ・赤字中小病院の経営改善事例

ビデオ・人事制度の目的 

伊藤 哲雄 

西山 信之 

那覇 

４時間

3月 14 日(水) 平成 24 年診療報酬改定セミナー 工藤  高 南風原 2.5 時間

 
 
 
 
 



 
４．継続研修履修認定学会等 

催事名 問合先 開催日 履修時間 開催場所 

日本医療・病院管理学会 例会 

(ダイバーシティから考える若手

女性医師のキャリア) 

03-3342-6111 

内線 5766 
1 月 27 日(金) ２時間 

東京医科大学病院 

6F 臨床講堂 

(東京)

福祉医療機構の経営セミナー 

(生活支援施設としての軽費老人

ホーム(ケアハウス)) 

03-3438-9932 2 月 2 日(木) ２時間 
オーバルホール 

(大阪)

医療関連サービス振興会 

シンポジウム 

(当会会員特別価格あり。1/11 案内

済) 

03-3238-1863 2 月 15 日(水) ３時間 
新宿明治安田生命ホール 

(東京)

日本医療・病院管理学会 例会 

(医療機関における情報システム

の目的と評価) 

086-462-1111 

内線 54816 
2 月 18 日(土) ２時間 

川崎医療福祉大学 

講義棟 4601 講義室 

(倉敷)

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域医療提供体制を支える急性

期病院の機能強化) 

03-3438-9932 2 月 24 日(金) ２時間 
オーバルホール 

(大阪)

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域医療提供体制を支える急性

期病院の機能強化) 

03-3438-9932 3 月 2 日(金) ２時間 
全社協・灘尾ホール 

(東京)

 

◎学会・セミナーの履修確認は、参加証・領収証等の受講が確認できるものをもって行います。（学会・大会等

に併設されており、単体で入場可能な展示会や市民公開講座等のみの参加は履修対象となりませんので、ご注

意ください。）参加証・領収書等は随時受付けておりますので、協会本部までご送付ください。 

◎学会・セミナー等のプログラム等詳細は、各主催団体のホームページ等もご参考ください。 

◎当協会はホームページを開設しております。ＵＲＬは http://www.jahmc.or.jp です。 

 また、会員専用ページには履修時間確認、経営相談、会議議事録等が掲載されております。 


