
平成 25 年４月 12 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 25 年度 継続研修実施予定（第１回概要報）のご案内 

 主にこの３ヶ月以内に実施予定の継続研修について、下記のとおりにご案内いたします。 
 会員の方は原則としていずれの研修も受講できます。 

受講をご希望の際は、準備の都合等がありますので、事前に各主催者までお問合せのうえ、お申込ください。 
 

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 

新入会員研修 ４月 19 日(金) 

５月 10 日(金) 
４時間 

４月:ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 

５月:新大阪丸ﾋﾞﾙ別館 
受講対象者に 
案内済み 

本部継続研修 
(ファーストステージ) ５月 28 日(火) 計６時間 

ホスピタルプラザビル 

(本部所在ビル) 

追って 

案内します 

本部継続研修 
(ファーストステージ) 

６月 19 日(水) 

   20 日(木) 

19日は計６時間 
20日は計 4時間 

ホスピタルプラザビル 

(本部所在ビル) 
〃 

↑下線箇所、訂正しました。(4月 12日) 

 
２．継続研修委託団体主催研修（詳細・お申込については、各主催団体までお問合せください。） 

主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6222-4979 

５月 20日(月) 
トルコ共和国の保健医療状況と病

院 PPP 事業参画に向けて 

宇野 伸吾 
安村侑希子 東京 

各日２時間 
５月 27日(月) 

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ王国の保健医療状況と日

本式救急医療ｼｽﾃﾑの導入可能性 

高橋  淳 
高橋 洋乙 

 
 
３．支部主催研修（詳細・お申込については、各主催支部までお問合せください。） 
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 
４月 27 日(土) 

病院のパフォーマンス-看護婦の高い

定着率の要因- 

医療分野の「雇用の質」の向上と医業

経営コンサルタントの役割 

永山 正人 
 
中野 孝浩 
 

札幌 

計３時間 15 分 

青森県支部 

0178-43-7051 
５月 13 日(月) ビデオ・歯科医院の経営改善事例 鈴木 竹仁 

八戸 

２時間 

岩手県支部 

019-635-3155 

４月 18 日(木) 
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 

盛岡 

計４時間 

５月 28 日(火) 
施設見学【医療法人 共生会 複合ケア

センターまつぞの】 
高橋 俊男 

盛岡 

３時間 
東京都支部 

03-5691-1750 
５月 20 日(月) 

地域包括ｹｱに必要な患者情報の共有化 
地域包括ｹｱにおける医療と介護連携 

田中  博 
梶原  優 

東京 

計４時間 
新潟県支部 

0256-98-2301 
５月 14 日(火) ビデオ・介護施設の経営改善事例 酒井麻由美 

新潟 

２時間 
石川県支部 

076-252-0162 
５月８日(水) 

石川県の医療業界が抱える問題につい

て 
木村 慎吾 

金沢 

１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 
４月 25 日(木) 

ビデオ・広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 5 つの戦略 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

遠藤 豊喜 
田中 和美 

岐阜 

計４時間 
静岡県支部 
054-273-8316 

４月 22 日(月) 
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 

静岡 

計４時間 
愛知県支部 

052-683-9105 
４月 10 日(水) 

医療法人の譲渡・承継 

在宅ホスピスのすすめ-老い方、死に方 
小松 大介 
二ノ坂保喜 

名古屋 

計５時間 
京都府支部 

075-344-5151 
４月 13 日(土) 

改正障害者総合支援法 

障害者医療福祉の実際 

大辻  忍 
中上 伸弘 

京都 

計３時間 

大阪府支部 

06-6868-1165 
５月８日(水) 

在宅高齢者向け地域包括ｹｱでの ICT 活用 
医療関係者が知っておく介護経営の方向性 

収益増実現の医師人事制度の構築方法 

小川 敏治 
足立 聖子 
小畑 隆成 

大阪 

計 6.5 時間 

奈良県支部 

0742-20-2277 
４月 25 日(木) 奈良県の医療政策について 

表野 慎二 
園田 正行 
溝杭 和己 

奈良 

２時間 

島根県支部 

0852-21-5857 
５月２日(木) ビデオ・広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 5 つの戦略 遠藤 豊喜 

松江 

２時間 
広島県支部 

084-921-1422 
５月 16 日(木) 

医療・介護の地域連携～診療・介護報

酬算定項目の理解・仕組み作り・事例 
酒井麻由美 

広島 

３時間 
大分県支部 

0977-85-5151 
４月 20 日(土) ビデオ・介護施設の経営改善事例 酒井麻由美 

大分 

２時間 
鹿児島県支部 

099-247-5655 
５月 10 日(金) ビデオ・地域医療サポーター制度 萱嶋  誠 

鹿児島 

２時間 
沖縄県支部 

098-879-6675 
４月 13 日(土) 

消費税の増税への医療機関の対応 

地域包括ケアと医療・介護連携 

松田紘一郎 
宇都宮 啓 

南風原 

計４時間 
 
 
４．継続研修履修認定学会等（各催事のホームページにて詳細をご確認ください。） 

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 201回

月例セミナー(地域包括ケア実現と

医療・介護一体改革の新潮流) 

ikss_seminar
@nifty.com 

(申込) 

４月 15 日(月) 
ベルサール九段４階 

ROOM4 
(東京) 

２時間 

日本医療・病院管理学会 

第 314回例会(ﾆｭｰﾀｳﾝの高齢化問題-

千葉海浜地区集合住宅地の課題-) 

nakayama.s 
@faculty. 
chiba-u.jp 

(事前登録連絡先) 

４月 23 日(火) 
千葉大学工学部 15号棟 

110 番教室 

(千葉) 
２時間 

医療関連サービス振興会 第 202回

月例セミナー(H24 年度医療関連サ

ービス実態調査から読み取る) 

ikss_seminar
@nifty.com 

(申込) 

５月 15 日(水) 
日比谷コンベンションホ

ール      (東京) 
２時間 

日本在宅医療学会 学術集会 

(第 24 回) 

072-366-0221
(内線 3238) 

(運営事務局) 

５月 18 日(土) 
  ～19 日(日) 

大阪新阪急ホテル 

(大阪) 
３時間 

日本病院会 医療安全管理者養成

講習会(第１クール) 

※原則、全 3 クール一括申込 

03-3263-8697 
(参加申込) 

６月７日(金) 

 ～８日(土) 

ヤマノホール 

(東京) 
各クール 
各３時間 

日本医療機器学会大会 学術集会 

(第 88 回) 

日本医療機器

学会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
６月６日(木) 

 ～８日(土) 

パシフィコ横浜 

(横浜) 
３時間 

日本医療マネジメント学会 学術総

会(第 15 回) 

morioka_net 
@nta.co.jp 

(事前参加登録) 

６月 14 日(金) 
 ～15 日(土) 

マリオス(盛岡市民文化

ホール)他 

(盛岡) 
３時間 

  



 
催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間 

日本医療情報学会 春季学術大会 

(第 17 回)(＊) 

secretariat＠

jami-symp.info 
(問合先事務局) 

６月 21 日(金) 
  ～22 日(土) 

富山国際会議場 

(富山) 
３時間 

日本病院学会(第 63回) 
06-6348-1391 
(事前登録:JTB) 

６月 27 日(木) 
  ～28 日(金) 

朱鷺メッセ、ホテル日航

新潟      (新潟) 
３時間 

日本歯科医療管理学会総会・学術大

会(第 54 回) 

03-3947-8761 
(口腔保健協会) 

６月 29 日(土) 
  ～30 日(日) 

朝日大学 

(岐阜) 
３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。 

 
(＊)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。 

 


