
平成 24年 3 月 5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 12 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 

本部ビデオ研修 3 月 16 日(金) ６時間 協会研修室 案内済 

継続研修 
（平成 24年度研修） 4 月 19 日(木) ４時間 

協会研修室 

本部・支部中継研修

を実施 

おって案内します 

 
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 

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 

4 月 5日(木) 
介護報酬改定について 

診療報酬改定について 

富田 敏夫

中林  梓
大阪・各３時間

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

3 月 26 日(月) 
診療介護報酬同時改定 診療所の対応 
診療介護報酬同時改定 病院の対応 

細谷 邦夫

遠藤 正樹

東京・３時間 
東京・２時間 

3 月 27 日(火) 
診療介護報酬同時改定 診療所の対応 
診療介護報酬同時改定 病院の対応 

細谷 邦夫

遠藤 正樹

大阪・３時間 
大阪・２時間 

JPBM 医業経営部会 
03-3253-4711 

3 月 10 日(土） 医業経営概論 星野 雄一 岡山・６時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6222-4979 

3 月 12 日(月) 
病院情報システムにおける患者情報

一元化の課題 
成瀬 公良 東京・２時間 

4 月 23 日(月) 
高効率な病院運営を実現するための

施設・整備計画と維持管理のあり方 
美濃又孝志 東京・２時間 

日本医療福祉建築協会 

03-3453-9904 
3 月 16 日(金) 

【海外医療福祉建築研修報告会】 

アメリカ東部東海岸の医療福祉建築 
河口  豊 東京・2.5 時間 

日本医療福祉設備協会 

03-3812-0257 
4 月 10 日(火) 
 ～21 日(土） 

海外研修 

【第 22 回 IFHE 国際病院設備学会】 
長澤  泰 

ﾉﾙｳｪｰ･ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 

20 時間 
 
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 

青森県支部 

0178-43-7051 
3 月 26 日(月) 

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 

八戸 

４時間 



 
主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講 師 開催地・時間 

宮城県支部 

022-265-2546 

3 月 17 日(土) 
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 

仙台 

各日４時間 
3 月 24 日(土) 

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 

神奈川県支部 

045-503-2841 
3 月 22 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 

横浜 

４時間

栃木県支部 

0285-28-0996 
4 月 21 日(土) 

平成 24 年度診療・介護報酬同時改定の

方向性と経営対応 
中林  梓 

宇都宮 

３時間 

埼玉県支部 

048-779-8890 

3 月 20 日(火) 
歯科医療改定による歯科医療経済の環

境変化と歯科医院経営の方向性 
木村 泰久 大宮 

各日４時間 
3 月 24 日(土) 診療・介護報酬同時改定を踏まえて 里吉真理子 

石川・福井連合

076-252-0162 
3 月 23 日(金) 

施設見学【医療法人社団 良俊会 ふく

の若葉病院】 
森田 忠夫 

南砺 

２時間 

岐阜県支部 

0577-34-2424 

3 月 17 日(土) 
同時改定を見据えた成長戦略 

～医療・介護の連携～ 
山下 友利 

岐阜 

２時間 

4 月 26 日(木) 
ビデオ・経営戦略業務の理論 3-1 

ビデオ・経営戦略業務の理論 3-2 
星野 雄一 

柳ヶ瀬 

４時間 

静岡県支部 

054-273-8316 
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 

愛知県支部 

052-683-9105 
4 月 18 日(水) 

歯科医療経済の環境変化と方向性 

災害時における地域介護の支え方 

木村 泰久 
小山  剛 

名古屋 

各 2.5 時間 
京都府支部 

075-343-0870 
3 月 22 日(木) ビデオ・医業経営戦略の立案「事例１」 星野 雄一 京都      ２時間 

大阪府支部 

06-6868-1165 
3 月 22 日(木) 

社会福祉法人聖徳会 110 年の歩みと課題 杉村 和子 大阪  2.5 時間 
病院人材育成計画の立て方 渥美 崇史 大阪   ２時間 
診療所経営支援 増患対策について 佐久間賢一 大阪   ２時間 

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 

奈良県支部 

0742-20-2277 
4 月 26 日(木) 外部（患者）から見た医療機関の資質 牧野 信光 

奈良 

２時間 

鳥取県支部 

0859-22-9632 
4 月 12 日(木) 

2012 診療報酬改定の検証と届出医療の

再点検 
工藤  高 鳥取   ２時間 

広島県支部 

084-921-1422 
3 月 29 日(木) 

平成24年度診療報酬改定の徹底解説と

影響シミュレーション 
工藤  高 広島   ４時間 

徳島県支部 

088-653-1717 
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 

徳島 

４時間 

香川県支部 

087-851-2334 
3 月 17 日(土) 

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 

高松 

４時間 

高知県支部 

088-822-8503 
3 月 19 日(月) 平成 24 年度診療報酬改定について 仲野  豊 

高知 

３時間 

 



 
主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講 師 開催地・時間 

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 
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 

熊本 

４時間 

鹿児島県支部 

099-247-5655 

3 月 19 日(月) 
平成 24 年度診療報酬改定について 

平成 24 年度介護報酬改定について 

中林  梓

萩原 輝久 
鹿児島 

６時間 

3 月 23 日(金) ビデオ・人員効率よりみる経営改善 伊藤 哲雄 鹿児島 

各日２時間 3 月 28 日(水) ビデオ・患者分析よりみる経営改善 伊藤 哲雄 

沖縄県支部 

098-879-6675 

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 

3 月 21 日(水) 平成 24 年介護報酬改定セミナー 石川  久 浦添   ２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 

(個別化医療の臨床研究と経済評

価) 

029-853-5904 3 月 7日(水) ２時間 

筑波大学 医学エリア 

図書館・臨床講堂 

(つくば) 
日本医療法人協会 

(診療・介護報酬同時改定説明会) 
03-3234-2438 3 月 22 日(木) ３時間 

品川フロントビル会議室 

(品川) 

日本医療・病院管理学会 例会 

(時代の趨勢に対応する人事制度) 
096-351-8478 4 月 21 日(土) ２時間 

済生会熊本病院 

外来がん治療センター 

(熊本) 
 
◎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。 

 
 

個人研修（CD-ROM/動画配信）教材のご案内（平成 24 年 3 月現在） 

研修 ID 内容 講師 収録年月日 備考 教材種類 
D2010001 病院建築 浮ヶ谷啓悟 平成 22年 5 月   

CD-ROM 

D2010002 人事・労務(組織活性化) 横田 隆夫 平成 22年 5 月 
D2010003 医業経営診断・分析 伊藤 哲雄 平成 22年 5 月 
D2010004 介護・福祉サービス 服部万里子 平成 22年 5 月 
D2010005 医業会計・税務 石尾  肇 平成 22年 5 月 
D2010006 医療の現場 梶原  優 平成 22年 5 月 
A2006007 

医療過誤・医療事故の予防と対策 森山  満 平成 18年 8 月 
販売期限予定 

平成 24年 3月 31 日 
A2008015 医療機関における IT戦略と 

データの有効活用 
紀ノ定保臣 平成 20年 7 月 

販売期限予定 

平成 24年 3月 31 日 

 



 
研修 ID 内容 講師 収録年月日 備考 教材種類 

A2009018 経過措置型医療法人から持分なし

法人への移行の実務 
松田紘一郎 平成 21年 7 月 

 
CD-ROM A2010023 今、高齢者介護、パラダイムシフ

トの時 
小山 敬子 平成 22年 7 月 

A2010024 クリニックへの経営改善提言 佐久間賢一 平成 22年 8 月 
M2011501 経営管理体制の構築 第 1部 

経営管理体制の構成 

西山 信之 平成 23年 5 月 セカンドステージ 

動画配信 

M2011502 経営管理体制の構築 第 2部 

経営理念の策定・見直し 

M2011503 経営管理体制の構築 第 3部 

経営組織体制の整備 

M2011504 医業経営概論２ 

医業経営の基本 

星野 雄一 平成 23年 6 月 

ファーストステージ 

M2011505 医業経営概論２ 

経営診断と経営戦略業務 

M2011506 医業経営概論２ 

経営管理業務１ 

M2011507 医業経営概論２ 

経営管理業務２ 

M2011508 医業経営概論２ 

経営管理業務３ 

M2011509 医業経営概論１ 

医業経営論 
佐久間賢一 平成 23年 6 月 

M2011510 医業経営概論１ 

診療報酬制度の基本１ 
細谷 邦夫 

平成 23年 6 月 
M2011511 医業経営概論１ 

診療報酬制度の基本２ 
青地記代子 

M2011512 医業経営概論１ 

診療報酬制度の基本３ 

M2011513 医業経営概論１ 

医療機関の経営特性 第 1部 
河原 和夫 平成 23年 6 月 

M2011514 医業経営概論１ 

医療機関の経営特性 第 2部 

※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。 

※履修時間は 1教材につき２時間の認定です。なお、登録更新にあたっての履修時間の制限は、１登録期間

（100 時間）のうち上限 30 時間です。 

※価格：一教材 3,000 円（消費税込み）（CD-ROM 教材の場合は、別途送料・梱包費 800 円が掛かります。

（教材数にかかわりありません） 

※過去に協会本部で開催された継続研修の内容を配信しておりますので、収録日をご確認のうえ重複受講にご注

意ください。 


