
平成 25年 1 月 15 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 10 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・医業経営

セミナー（三重） 1 月 26 日(土) 計４時間 ホテル花水木 案内済み 

集中研修（名古屋） 
★情報化専門講座 2講

義含む 

2 月 7日(木)～8 日(金) 
各日 

計６時間 

ダイテックサカエ 

貸会議室 
〃 

地域交流会・医業経営

セミナー（滋賀） 2 月 9日(土) 計４時間 
クサツエストピア 

ホテル 
〃 

地域交流会・医業経営

セミナー（千葉） 2 月 16 日(土) 計４時間 
ホテルエミオン 

東京ベイ 
〃 

 
 
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 

1 月 25 日(金) 

2013 年の医療・福祉界を見据える 

社会保障・税一体改革法がもたらす

影響と課題 

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ体制と地域連携 

佐々木直隆 
今村  聡 
 
田中  滋 

東京 

計 3.5 時間 

2 月 9日(土) 
人事労務支援について 

未払い残業請求対策と医療・介護施

設における労務問題 

服部 英治 
小山 邦彦 
 

大阪 

計６時間 

2 月 16 日(土) 診療所の取組み事例 青木 佳之 
北九州 

２時間 

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

1 月 17 日(木) 
在宅医療と介護による安心ｼｽﾃﾑ 

強化型在宅療養支援診療所の現状

と課題 

斎藤 忠雄

三宅 康弘

 

東京 
計５時間

1 月 18 日(金) 
ｸﾘﾆｯｸの人事労務ﾄﾗﾌﾞﾙ解決法 

歯科ｸﾘﾆｯｸの経営改善ﾎﾟｲﾝﾄ 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの現状と経営課題 

山口 徹実

康本 征史

棚橋さつき

東京 

計 7.5 時間 

1 月 24 日(木) 
在宅医療と介護による安心ｼｽﾃﾑ 

強化型在宅療養支援診療所の現状

と課題 

斎藤 忠雄

三宅 康弘

 

博多 
計５時間

1 月 25 日(金) 
ｸﾘﾆｯｸの人事労務ﾄﾗﾌﾞﾙ解決法 

歯科ｸﾘﾆｯｸの経営改善ﾎﾟｲﾝﾄ 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの現状と経営課題 

山口 徹実

康本 征史

棚橋さつき

博多 

計 7.5 時間 

  

ki
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主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間 

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

2 月 7日(木) 
在宅医療と介護による安心ｼｽﾃﾑ 

強化型在宅療養支援診療所の現状

と課題 

斎藤 忠雄

三宅 康弘

 

大阪 
計５時間

2 月 8日(金) 
ｸﾘﾆｯｸの人事労務ﾄﾗﾌﾞﾙ解決法 

歯科ｸﾘﾆｯｸの経営改善ﾎﾟｲﾝﾄ 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの現状と経営課題 

山口 徹実

康本 征史

棚橋さつき

大阪 

計 7.5 時間 

2 月 13 日(水) 
ｸﾘﾆｯｸの人事労務ﾄﾗﾌﾞﾙ解決法 

歯科ｸﾘﾆｯｸの経営改善ﾎﾟｲﾝﾄ 

山口 徹実

康本 征史

東京 
計５時間

2 月 14 日(木) 

強化型在宅療養支援診療所の現状

と課題 

在宅医療と介護による安心ｼｽﾃﾑ 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの現状と経営課題 

三宅 康弘

 
斎藤 忠雄

棚橋さつき

東京 

計 7.5 時間 

JPBM 医業経営部会 

03-3253-4711 

1 月 26 日(土) 医業経営の仕組み 星野 雄一 
岡山 

６時間 

2 月 16 日(土) 
人員効率よりみる経営改善課題 

経営診断事例…赤字中小病院 
伊藤 哲雄 

岡山 

計６時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6222-4979 
1 月 15 日(火) 

大地震に備えて～災害を想定し、対

応策を考える～ 
井出  修 

東京 

２時間 

日本医療福祉建築協会 

03-3453-9904 
1 月 29 日(火) 施設見学【国保旭中央病院】 糸山  剛 

千葉 

2.5 時間 

 
 
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 

北海道支部 

011-783-5515 
3 月 23 日(土) 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

ビデオ・歯科医院の経営改善事例 

田中 和美 
鈴木 竹仁 

札幌 

計４時間 

宮城県支部 

022-265-2546 

1 月 19 日(土) 
ビデオ・広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 5 つの戦略 

ビデオ・地域医療サポーター制度 

遠藤 豊喜 
萱嶋  誠 仙台 

各日計４時間 
3 月 23 日(土) 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

ビデオ・中小病院の生き残り戦略 

酒井麻由美 
藤中 秀樹 

福島県支部 

024-575-1033 
2 月 5日(火) 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

ビデオ・歯科医院の経営改善事例 

酒井麻由美 
鈴木 竹仁 

福島 

計４時間 

埼玉県支部 

048-779-8890 

1 月 26 日(土) 
クリニックの経営改善「一般企業に学

ぶ、組織活性化の秘訣」 
杉田 圭三 

大宮 

各日計４時間 
2 月 23 日(土) 

経営に活かす高齢者と認知症への医

療・介護・福祉と地域の対応(講義の一

部に、認知症サポーター養成講座含む) 
里吉真理子 

石川・福井 

連合支部 

076-252-0162 
2 月 13 日(水) 医療トラブルへの対策・対応 村瀬 孝子 

金沢 

２時間 

静岡県支部 

054-273-8316 
1 月 23 日(水) 

歯科界を取り囲む環境変化と経営方向 
歯科医院のマーケティング対策 

木村 泰久 
静岡 

計４時間 

京都府支部 

075-343-0870 

1 月 16 日(水) ビデオ・労務管理の役割 西山 信之 
京都 

各日２時間 
1 月 30 日(水) 施設見学【淀川キリスト教病院】 宮本 和則 

3 月 27 日(水) ビデオ・人材育成の活性化 西山 信之 

和歌山県支部 

073-428-2226 
1 月 17 日(木) 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

酒井麻由美 
田中 和美 

和歌山 

計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 

鳥取県支部 

0859-22-9632 
1 月 28 日(月) 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

ビデオ・中小病院の生き残り戦略 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

酒井麻由美 
藤中 秀樹 
田中 和美 

倉吉 

計６時間 

広島県支部 

084-921-1422 
3 月 23 日(土) 

認知症予防の最新情報 

地域に“寄りそ医”20 年～地域住民と

診療所医師の絆～ 

浦上 克哉 
中村 伸一 
 

広島 

計４時間 

山口県支部 

0832-66-3732 
1 月 19 日(土) 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

酒井麻由美 
田中 和美 

山口 

計４時間 

香川県支部 

087-851-2334 

1 月 26 日(土) 
ビデオ・地域医療サポーター制度 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

萱嶋  誠 
酒井麻由美 

高松 

各日計４時間 
3 月 3日(日) 

医療崩壊からの再生 クレーム対応 

大きく変わる医療機能評価 

高須 和之 
平田 治由 

3 月 16 日(土) 
ビデオ・中小病院の生き残り戦略 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

藤中 秀樹 
田中 和美 

熊本県支部 

096-352-4781 

2 月 19 日(火) 
ビデオ・広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 5 つの戦略 

ビデオ・中小病院の生き残り戦略 

遠藤 豊喜 
藤中 秀樹 熊本 

各日計４時間 
3 月 12 日(火) 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

酒井麻由美 
田中 和美 

大分県支部 

0977-85-5151 
1 月 19 日(土) 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

高齢者住宅の開設・運営のポイント 

田中 和美 
衛藤 恭男 

大分 

計４時間 

長崎県支部 

095-825-1130 
1 月 23 日(水) 

ビデオ・介護施設の経営改善事例 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

ビデオ・歯科医院の経営改善事例 

酒井麻由美 
田中 和美 
鈴木 竹仁 

長崎 

計６時間 

鹿児島県支部 

099-247-5655 

1 月 18 日(金) ビデオ・診療所の経営改善事例 田中 和美 

鹿児島 

各日２時間 

1 月 25 日(金) ビデオ・介護施設の経営改善事例 酒井麻由美 

2 月 8日(金) ビデオ・中小病院の生き残り戦略 藤中 秀樹 

2 月 15 日(金) ビデオ・歯科医院の経営改善事例 鈴木 竹仁 

3 月 22 日(金) ビデオ・広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 5 つの戦略 遠藤 豊喜 

 
 
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 200 回月例セミナー(医療関連サ

ービスに役立つ感染制御学) 

ikss_seminar
@nifty.com 

(申込) 

1 月 16 日(水) 

がん研究振興財団 国際

研究交流会館 3F 国際会

議場      (東京) 
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(医療施設整備・機能強化セミナー:

精神科医療の機能分化とこれから

の経営について) 

03-3438-9932 1 月 18 日(金) 

全社協・灘尾ホール 

(新霞ヶ関ビル) 

(東京) 
２時間 

日本医療・病院管理学会 第 311 回

例会(医療と介護の今後を探る) 

ksue2006@fa2.
so-net.ne.jp 

1 月 20 日(日) 
(財)日本生産性本部生産

性ビル9F    (東京) 
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(軽費・養護老人ホーム経営セミナ

ー:地域の中での生活支援拠点とし

て必要なこと） 

03-3438-9932 2 月 7日(木) 

毎日新聞ビル 

オーバルホール 

 (大阪) 
２時間 

  



 
催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間 

医療関連サービス振興会 

第 22回シンポジウム 

※当協会会員特別参加料有り。1/8 に

詳細案内済み。 

03-3238-1863 2 月 13 日(水) 
新宿明治安田生命ホール 

(東京) 
３時間 

30 年後の医療の姿を考える会 

第 7 回市民公開シンポジウム 

hokenshitu@ 
kjc.biglobe 
.ne.jp 

2 月 17 日(日) 
JIA(日建築家協会)ホール 

(東京) 
３時間 

日本医療・病院管理学会 

第 312 回例会(新春を迎えて、これ

からの医療・介護の展望) 

連絡先: 

03-3353-8112
(内線 32502) 
参加自由 

事前登録不要 

2 月 17 日(日) 

東京女子医科大学 

臨床第一講堂 

(東京) 
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(福島県復興応援企画 社会福祉施

設経営セミナー:新たな地域福祉の

構築に向けた政策と経営戦略） 

03-3438-9932 2 月 27 日(水) 
ビッグパレットふくしま 

(福島) 
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(急性期病院の機能分化・連携とこ

れからの経営について） 

03-3438-9932 3 月 4日(月) 

全社協・灘尾ホール 

(新霞ヶ関ビル) 

(東京) 
２時間 

日本医療・病院管理学会 

第 313 回例会(IT と医療安全) 

連絡先 FAX: 

03-5964-7036 
参加自由 

事前登録不要 

3 月 22 日(金) 
日本大学会館 7階 701 

(東京) 
２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。 




