
平成 24年 9 月 10 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 6 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 

地域交流会 
(東京都支部) 9 月 13 日(木) 計４時間 ベルサール神田 案内済 

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 
〃 

地域交流会 
(徳島県支部) 10 月 4 日(木) 計４時間 

ホテルクレメント 

徳島 
〃 

特別研修(公益社団法

人移行記念ｾﾐﾅｰ 大阪) 10 月 6 日(土) ３時間 
新大阪ワシントン 

ホテルプラザ 
〃 

継続研修 
(本部・支部中継研修) 10 月 26 日(金) 計６時間 

協会本部研修室 

中継支部会場 
おって案内します 

日本医業経営コンサル

タント学会 11 月 2 日(金)～3 日(土) 各日５時間 
沖縄かりゆし 

ｱｰﾊﾞﾝﾘｿﾞｰﾄ・ﾅﾊ 
案内済 

特別研修(公益社団法

人移行記念ｾﾐﾅｰ 広島) 11 月 8 日(木) ３時間 メルパルク HIROSHIMA 〃 

HOSPEX Japan2012 
医業経営セミナー 11 月 14 日(水)～16 日(金) 

２時間(3日

間で 1回認

定。展示会参

加の2時間認

定とは別) 

東京ビッグサイト 

東展示棟４・５ホール 

機関誌「JAHMC」 
10 月号に 

案内同封予定 

集中研修 
(大阪会場) 11 月 28 日(水)～30 日(金) 各日６時間 

新大阪ブリックビル 

会議室 
おって案内します 

応用実務研修 
（ｻｰﾄﾞｽﾃｰｼﾞ） 
Ⅱ・Ⅲの各コース 

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 案内済 

 
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 

9 月 15 日(土) 医療機関における事業承継対策 青木 惠一 
長崎 

３時間 

10 月 5 日(金) 
歯科医院の経営計画と予実管理 

社会福祉法人での障がい者就労支援 

川村 泰央 
石川 明博 

仙台 

計５時間 

10月20日(土) これからの地域包括ケアを考える 相楽 行孝 
熊本 

３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) 
メディカル･マネジメント･

プランニング･グループ 
03-5537-3411 

11 月 9 日(金) 病床稼働率維持に不可欠な病診連携 池田 隆一 
福岡 

３時間 

11月10日(土) 
地域包括ケアシステム取り組み事例 

脱施設・連携強化で在宅医療拡充 

唐木美代子 
黒岩 卓夫 

福岡 

計６時間 

11月17日(土) 
サービス付高齢者向け住宅の運営 

組織活性化・改革指導と増収・増患 
相楽 行孝 
澁谷 辰吉 

大阪 

計６時間 

 
TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

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 

JPBM 医業経営部会 

03-3253-4711 

9 月 15 日(土) 
医業承継の基本実務 

・個人の病医院 

・医療法人の病医院 

 
松田紘一郎 
田中  仁 

東京 

計６時間 

9 月 29 日(土) 
医療法人の医業承継の法制実務 

非課税移行・基金拠出型医療法人の

つくり方実務 

高須 和之 
田中  仁 
 

東京 

計６時間 

10月13日(土) 
特定医療法人のつくり方実務 

社会医療法人のつくり方実務 

井上 輝生 
松田紘一郎 

東京 

計６時間 

10月27日(土) 
各種医療法人の認可、許可、認定後

の経営支援実務 

医療機関のＭ＆Ａの基本理念・実務 

飛田 勝弘 
 
松田紘一郎 

東京 

計６時間 

11月10日(土) 
医療機関(法人)売りの基本 

医療機関(法人)買いの基本実務 

松田紘一郎 
田中  仁 

東京 

計６時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6222-4979 
10 月 1 日(月) 

検証!これからの大学病院の目指すべ

き姿～データ分析からみた機能等～ 
髙野正二郎 

東京 

２時間 

日本医療福祉建築協会 

03-3453-9904 

9 月 27 日(木) 

医
療
福
祉
建
築
フ
ォ
ー
ラ
ム2012 

成長を加速させる医療産業

集積の動向 
松山 幸弘 

東京 

計 5.5 時間 

最先端の放射線治療 河内 清光 

シンポジウム:東日本大震災

を振り返って 医療福祉施設

を考える 

五十嵐徹也 
筧  淳夫 
後藤 孝浩 
鈴村 明文 

9 月 28 日(金) 

国際病院評価機構ＪＣＩに

よる医療の品質改善と病院 
落合 慈之 

東京 

計 5.5 時間 

鼎談:地域包括ケアと高齢者

居住 

辻  哲夫 
秋山 正子 
井上由起子 

シンポジウム:病院のスタン

ダード～新しい設計提案～ 

堀   賢 
齋藤 ゆみ 
横井 郁子 
川島 浩孝 

対談:事業者と設計者の協働 
成瀬 幸雄 
橘高 宗平 



 
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 
10 月 20 日(土) 

平成 24年度介護報酬改定と今後の課題 

介護報酬改定後の事業展開の方向性 

大竹 輝臣 
辻川 泰史 

盛岡 

計４時間 
茨城県支部 

029-257-6222 
9 月 19 日(水) 歯科医院の経営課題と対策 木村 泰久 

水戸 

４時間 
栃木県支部 

0285-28-0996 
10 月 13 日(土) 

個人開業医の相続対策・医療法人の相

続・出資持分対策 
青木 惠一 

宇都宮 

３時間

埼玉県支部 

048-779-8890 
10 月 11 日(木) 

歯科医院の経営改善「組織づくりの具

体策」 
砂盃  清 

大宮 

４時間 

東京都支部 

03-5691-1750 
10 月 12 日(金) 

～2 月 22 日(金) 

左記期間内で 5回シリーズの研修 

(途中からの参加は不可) 

Ｃｺｰｽ(労務関係、クレーマー対策等) 

高須 和之 
東京 

各回2時間×５回

＝計 10 時間 
神奈川県支部 

045-502-1305 
9 月 25 日(火) 

病院再生のスキームとノウハウ 

医療機関の消費税の負担と対策 

羽田 雅史 
佐久間賢一 

横浜 

計３時間 

長野県支部 

0263-32-4737 

11 月 6 日(火) 

H24 年度介護報酬改定の影響とｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ

ｰﾑ、有料老人ﾎｰﾑ、ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向

け賃貸住宅の経営課題 

栗原  誠 
長野 

５時間 

11 月 7 日(水) 
歯科診療所のこれからの経営戦略 

病医院の労務トラブル 

上野 雅充 
小山 邦彦 

長野 

計５時間

11 月 8 日(木) 
診療所の地域包括ケアへの取り組み 

H24 年度診療報酬改定の経営への影響 

今瀬 俊彦 
細谷 邦夫 

長野 

計５時間

兵庫県支部 

078-992-5446 
9 月 13 日(木) 

施設見学 

【医療法人社団健裕会 中谷病院】 
播間 利光 

姫路 

３時間 

広島県支部 

084-921-1422 
10 月 13 日(土) 

地域包括ケア時代の診療所の役割と発

展への具体策 

ビデオ・診療圏分析と患者動態分析 

酒井麻由美 
 
伊藤 哲雄 

広島 

計５時間 

福岡県支部 

092-731-6001 
10 月 12 日(金) 

地域包括ケア時代における介護事業 

ＤＰＣで見る地域医療の通信簿 

馬袋 秀男 
伏見 清秀 

福岡 

計６時間 
大分県支部 

0977-85-5151 
9 月 15 日(土) 

病院の将来的な安定を目指した経営計

画 
佐藤 洋周 

大分 

２時間 
沖縄県支部 

098-879-6675 
10 月 16 日(火) 4 月診療報酬改定 6ヶ月後の検証 中林  梓 

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 
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 
03-3219-3600 
(登録事務局) 

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 

医療関連ｻｰﾋﾞｽ振興会 

第 196 回月例セミナー(第二次健康

日本 21 と健診・保健指導の在り方) 
03-3238-1861 9 月 27 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 

福祉医療機構の経営セミナー 

(障がい者総合支援法と就労支援) 
03-3438-9932 9 月 28 日(金) 

オーバルホール(毎日新

聞ビル)     (大阪) 
２時間 

全国介護老人保健施設大会 

(第 23 回) 

092-751-2102 
(JTB) 

10 月 3 日(水) 

  ～5 日(金) 

沖縄コンベンションセン

ター他    (宜野湾) 
３時間 



 
催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(障がい者総合支援法と就労支援) 
03-3438-9932 10 月 5 日(金) 

全社協・瀬尾ホール(新霞

ヶ関ビル)    (東京) 
２時間 

全国国保地域医療学会(第 52回) 
096-373-5870 
(参加申込担当) 

10 月 5 日(金) 

  ～6 日(土) 

市民会館崇城大学ホール

他       (熊本) 
３時間 

日本精神科医学会学術大会(旧:日本

精神科病院協会精神医学会)(第 1 回) 
06-6252-2830 
(JTB) 

10 月 9 日(火) 

 ～10 日(水) 

大阪国際会議場 

(大阪) 
３時間 

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会 学術総会 

(第 14 回) 

092-716-7116 
(運営事務局) 

10 月 12 日(金) 
  ～13 日(土) 

アルカス SASEBO 他 

(佐世保) 
３時間 

日本医療・病院管理学会 学術総会 

(第 50 回) 

050-3611-2716
(事前参加登録) 

10 月 18 日(木) 
  ～19 日(金) 

学術総合センター 

(東京) 
３時間 

日本医療法人協会 

全国医療法人経営セミナー 

※ 追って、当会会員専用の参加申

込書を本部からご案内します。 

03-3234-2438 10 月 20 日(土) 
日本大学本部講堂 

(東京) 
３時間 

医療関連ｻｰﾋﾞｽ振興会 

第197回月例セミナー(H24年度ﾀﾞﾌﾞ

ﾙ改定で示された 8つのﾒｯｾｰｼﾞ) 

03-3238-1861 10 月 26 日(金) 
がん研究振興財団 

国際研究交流会館 3階 

(東京) 
２時間 

日本医療ﾊﾞﾗﾝｽﾄ･ｽｺｱｶｰﾄﾞ研究学会 
学術総会(第 10回) 

03-5369-4535 
(日本旅行) 

10 月 27 日(土) 
国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年

総合ｾﾝﾀｰ    (東京) 
３時間 

日本精神科救急学会 学術総会 

(第 20 回) 

075-231-6357 
(運営事務局) 

10 月 27 日(土) 
  ～28 日(日) 

奈良県新公会堂 

(奈良) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(在宅復帰支援型施設に求められるもの) 
03-3438-9932 11 月 2 日(金) 

全社協・瀬尾ホール(新霞

ヶ関ビル)    (東京) 
２時間 

全国自治体病院学会(第 51 回) 
086-225-9281 
(日本旅行) 

11 月 8 日(木) 

  ～9 日(金) 
サンポートホール高松 

他       (高松) 
３時間 

日本救急医学学会総会・学術集会 

(第 40 回) 

06-6221-5933 
(運営事務局) 

11 月 13 日(火) 
  ～15日(木) 

国立京都国際会館 

(京都) 
３時間 

日本医療福祉設備学会(第 41回) 
03-3812-0257 
(運営事務局) 

11 月 14 日(水) 
  ～15日(木) 

東京ビッグサイト 

会議棟     (東京) 
３時間 

HOSPEX Japan 2012 
03-3434-1988 
(日本能率協会) 

11 月 14 日(水) 
  ～16日(金) 

東京ビッグサイト 

東展示棟    (東京) 
２時間 

日本医療情報学会連合大会 

(第 32 回) ★ 

025-243-7040 
(大会事務局) 

11 月 15 日(木) 
  ～17日(土) 

朱鷺メッセ 新潟コンベ

ンションセンター(新潟) 
３時間 

日本医療経営学会 学術集会総会 

(第 11 回) 

011-207-1331 
(運営事務局) 

11 月 16 日(金) 
  ～17日(土) 

ロイトン札幌 

(札幌) 
３時間 

国立病院総合医学会(第 66 回) 
03-3508-1250 
(事前参加問合先) 

11 月 16 日(金) 
  ～17日(土) 

神戸国際会議場 

(神戸) 
３時間 

医療の質・安全学会学術集会 

(第 7回) 

03-3508-1214 
(運営事務局) 

11 月 23 日(金) 
  ～24日(土) 

大宮ソニックシティ 

(大宮) 
３時間 

★印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。 

◎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。 


