
平成 25年 2 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:03-5275-6996 

平成 24 年度 継続研修実施予定（第 11 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:03-5275-6996） 

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（千葉） 2 月 16 日(土) 計４時間 
ホテルエミオン 

東京ベイ 
案内済 

地域交流会・医業経営

セミナー（福岡） 3 月 10 日(日) 計４時間 福岡銀行本店ビル 〃 

東海・北陸地区研究会 
(富山) 

3 月 23 日(土) ５時間 富山国際会議場 〃 

 
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 

2 月 16 日(土) 診療所の取組み事例 青木 佳之 
北九州 

２時間 

JPBM 医業経営部会 

03-3253-4711 
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 

日本医療福祉設備協会 

03-3812-0257 
2 月 22 日(金) 

病院 BCP 病院の被災と備え 

3.11 における病院の BCP 状況 

病院設備設計ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(BCP 編) 

解説① 概要 

解説② 運用編、設備編考え方 

解説③ 設計編電気設備 

解説④ 設計編衛生設備編、空調設

備編 

筧  淳夫 
横山 成邦 
 
鈴村 明文 
小林 直樹 
谷  泰文 
笠原 靖弘 
 

東京 

６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 
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 

仙台 

計４時間 

埼玉県支部 

048-779-8890 
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 

大宮 

計４時間 

石川・福井 

連合支部 

076-252-0162 
3 月 19 日(火) 

施設見学【社会福祉法人北伸福祉会 朱

鷺の苑 欅通り】 
北本 廣吉 

金沢 

２時間 



主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講 師 開催地・時間 

岐阜県支部 

058-253-5411 
3 月 17 日(日) 

医療機関(介護施設)の経営は職員との

信頼関係が土台 
近藤 圭伸 

岐阜 

２時間 
京都府支部 

075-343-0870 
3 月 27 日(水) ビデオ・人材育成の活性化 西山 信之 

京都 

２時間 

兵庫県支部 

078-992-5446 
3 月 28 日(木) 

ビデオ・地域医療サポーター制度 

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 

萱嶋  誠 
藤中 秀樹 
田中 和美 

神戸 

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 

徳島県支部 

088-653-1717 

2 月 27 日(水) 
ビデオ・経営戦略業務の理論 1 

ビデオ・経営戦略業務の理論 2 
星野 雄一 

徳島 

各日計４時間 
3 月 19 日(火) 

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 

香川県支部 

087-851-2334 

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 高松 

各日計４時間 
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 

鹿児島県支部 

099-247-5655 
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 

鹿児島 

２時間 
沖縄県支部 

098-879-6675 
3 月 29 日(金) 

2014 年診療報酬改定までにやるべきこ

と～中・長期的な戦略立案～ 
工藤  高 

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 

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(日本建築家協会)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) 

03-3353-8112
(内線 32502) 
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 

(新霞が関ビル) 

(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館 701 

(東京) 
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。 


