
平成 24年 7 月 9日 

会 員 各 位 
 

                          (公社)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 24 年度 継続研修実施予定（第 4 回概要報）のご案内 

 継続研修が下記のとおりに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

主催者までお申込ください。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．協会本部主催研修（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 

集中研修（東京） 7 月 18 日(水)～20 日(金) 
8 月 22 日(水)～24 日(金) 

各日６時間 
コクヨホール 

(品川) 
案内済 

特別研修(公益社団法

人移行記念セミナー) 7 月 28 日(土) ３時間 
秋田市にぎわい 

交流館 
〃 

地域交流会 
(北海道支部) 9 月 8日(土) ４時間 

札幌プリンスホテル 
国際館パミール 

〃 

地域交流会 
(東京都支部) 9 月 13 日(木) ４時間 ベルサール神田 おって案内します 

継続研修 
(本部・支部中継研修) 9 月 25 日(火) 計６時間 

協会本部研修室 

中継支部会場 
〃 

応用実務研修 
（ｻｰﾄﾞｽﾃｰｼﾞ） 
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの各コース 

Ⅰ:10 月毎週水曜日 

Ⅱ:11 月 14 日(水)～17日(土) 

Ⅲ:12 月 12 日(水)～15日(土) 

各コース 

30 時間 
協会本部研修室 〃 

 
２．継続研修委託団体主催研修 

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 

7 月 13 日(金) 
東北福祉大学と今後の医療福祉経営 

石巻医療圏の東日本大震災への対応 

小笠原浩一 
石井  正 

仙台 

計３時間 

7 月 14 日(土) 
在宅療養支援診療所の経営 

医業の承継・財産承継対策 

中村 哲生 
青木 惠一 

大阪 

計６時間 

7 月 22 日(日) 
診療報酬・介護報酬ダブル改定、実

例を踏まえた経営戦略・戦術 

萩原 輝久 
中林  梓 

金沢 

計６時間 

7 月 28 日(土) 診療報酬・介護報酬改定による影響 工藤  高 
宮崎 

３時間 

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

8 月 29 日(水) 
ｸﾘﾆｯｸの在宅医療経営の現状と課題 

診療・介護報酬改定結果を踏まえて 
川島孝一郎 
工藤  高 

博多 

計５時間 

8 月 30 日(木) 
医療法人の譲渡、承継 

調剤薬局の経営展開-多店舗展開- 

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅の開設他 

小松 大介 
立花 洋介 
遠藤 正樹 

博多 

計 7.5 時間 

9 月 6日(木) 
調剤薬局の経営展開-多店舗展開- 

ｸﾘﾆｯｸの在宅医療経営の現状と課題 

立花 洋介 
川島孝一郎 

東京 

計５時間 
 
 



 
主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間 

(前頁続き) 
TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

9 月 7日(金) 
診療・介護報酬改定結果を踏まえて 
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅の開設他 

医療法人の譲渡、承継 

工藤  高 
遠藤 正樹 
小松 大介 

東京 

計 7.5 時間 

9 月 13 日(木) 
ｸﾘﾆｯｸの在宅医療経営の現状と課題 

診療・介護報酬改定結果を踏まえて 
川島孝一郎 
工藤  高 

東京 

計５時間 

9 月 14 日(金) 
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅の開設他 

調剤薬局の経営展開-多店舗展開- 

医療法人の譲渡、承継 

遠藤 正樹 
立花 洋介 
小松 大介 

東京 

計 7.5 時間 

9 月 20 日(木) 
調剤薬局の経営展開-多店舗展開- 

診療・介護報酬改定結果を踏まえて 
立花 洋介 
工藤  高 

大阪 

計５時間 

9 月 21 日(金) 
医療法人の譲渡、承継 

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅の開設他 

ｸﾘﾆｯｸの在宅医療経営の現状と課題 

小松 大介 
遠藤 正樹 
川島孝一郎 

大阪 

計 7.5 時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6222-4979 

7 月 30 日(月) 
医業経営コンサルタントに絶対必要

な病院機能基礎知識シリーズ① 
島田  哲 

東京 

２時間 

8 月 20 日(月) 
実践！経営戦略の立案と施設改築へ

の展開 
北原 一憲 

東京 

２時間 

日本医療福祉設備協会 

03-3812-0257 
9 月 3日(月) 

患者の高齢化と病棟の安全 山元 友子 

東京 

６時間 

施設内の転倒の現状と課題 杉山 良子 

高齢者の特徴と病院設計 井藤 英喜 

全個室病棟の医療安全 川﨑つま子 

病棟の空調設備と院内感染制御 志賀 一艦 

病棟の照明の快適性と安全 手塚 昌宏 

 
３．支部主催研修 
主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講 師 開催地・時間 

岩手県支部 

019-635-3155 
7 月 30 日(月) 

施設見学 

【千厩まちかどケアセンター】 
谷藤 正人 

一関 

３時間 
富山県支部 

0766-91-1700 
7 月 31 日(火) 

施設見学 

【医療法人財団五省会 西能病院】 
西能  淳 

富山 

２時間 
滋賀県支部 

077-569-5530 
7 月 21 日(土) 医療機関まさかのトラブル対策 尾内 康彦 

草津 

２時間 

宮崎県支部 

0985-23-2301 

7 月 28 日(土) 生き残る医療機関の経営戦略とは 西元  晃 宮崎   ２時間 

8 月 25 日(土) 経営の根幹となる人事制度 白石 正則 宮崎   ３時間 

沖縄県支部 

098-879-6675 
7 月 21 日(土) 

個人医師、医療法人のための相続・事業

承継と税務対策 
青木 惠一 

南風原 

２時間 

 
４．継続研修履修認定学会等 

催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間 
医療関連ｻｰﾋﾞｽ振興会 

第 195 回月例ｾﾐﾅｰ 

(地域包括ケアの時代に) 

03-3238-1861 7 月 19 日(木) 

がん研究振興財団 

国際研究交流会館 3階 

(東京) 
２時間 

 
 



 
催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間 

国際モダンホスピタルショウ 2012 

*当会ブース(東展示棟 C-1)で履修

登録が可能です。 

*招待券を当会会員に配布中→希望

者は koho@jahmc.or.jp まで連絡。 

03-3403-8615 
(ﾎｽﾋﾟﾀﾙｼｮｳ事

務局) 

7 月 18 日(水) 

 ～20 日(金) 

東京ビッグサイト 

(東京) 
２時間 

医療経済学会研究大会(第 7 回) 03-3506-8529 7 月 21 日(土) 
慶應義塾大学(日吉キャン

パス)協生館   (横浜) 
３時間 

日本病院会 

H24 年度 病院長・幹部職員セミナー 
03-3831-5420 

8 月 2日(木) 

 ～3日(金) 

ル・ポール麹町 

(東京) 
３時間 

日本医療・病院管理学会 

第 307回例会(国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ:介護予

防・健康政策ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの新潮流) 

tokaiha-offic
e@umin.ac.jp 

8 月 4日(土) 

ウインクあいち(愛知県

産業労働センター) 

1102会議室  (名古屋) 
２時間 

日本医療情報学会 看護学術大会 

(第 13 回) 

ni2012@mail.
jami-ni.jp 

8 月 4日(土) 

 ～5日(日) 

タワーホール船堀 

(東京) 
３時間 

日本人間ドック学会学術大会 

(第 53 回) 
03-3508-1214 

9 月 1日(土) 

 ～2日(日) 

東京国際フォーラム 

(東京) 
３時間 

日本病院会 医療安全管理者養成

講習会(第 2 クール) 

03-3263-8697 
(参加申込等) 

9 月 7日(金) 

 ～8日(土) 

ヤマノホール 

(東京) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(一体改革における病院の機能再編

後方支援機能・在学支援機能) 

03-3438-9932 9 月 14 日(金) 
全社協・瀬尾ホール(新霞

ヶ関ビル)    (東京) 
２時間 

全日本病院学会 045-921-3333 
9 月 21 日(金) 

 ～22 日(土) 

パシフィコ横浜 

(横浜) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(一体改革における病院の機能再編

後方支援機能・在学支援機能) 

03-3438-9932 9 月 27 日(木) 
オーバルホール(毎日新

聞ビル)     (大阪) 
２時間 

◎学会・セミナー等の履修確認は、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(コピー可)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。 


