
平成 25 年８月７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５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 予定会場 備 考 
本部継続研修 
集中研修（東京） 
(セカンドステージ) 

８月 

21 日(水)～23 日(金) 

各日 

計６時間 

コクヨホール 

(品川) 
案内済み 

本部継続研修 
(セカンドステージ) 

９月３日(火) 

 ～４日(水) 

各日 

計６時間 

ホスピタルプラザビル 
(本部所在ビル)２階 

案内済み 

地域交流会（東京） ９月８日(日) ４時間 ベルサール神田 案内済み 

地域交流会（大分） ９月 12 日(木) ４時間 
レンブラントホテル 

大分 
案内済み 

第 17回日本医業経営

コンサルタント学会 

（秋田） 

10 月 10 日(木) 

  ～11 日(金) 

学会参加 

各日５時間 

秋田県民会館 

秋田キャッスルホテル 
案内済み 

本部継続研修 
(セカンドステージ） 

10 月 23 日(水) 計６時間 
ホスピタルプラザビル 
(本部所在ビル)２階 

追って 

案内します 
11 月 15 日(金) 計６時間 

本部継続研修 
(サードステージ) 

Ⅰｺｰｽ：11 月 20 日(水) 
     ～22 日(金) 
Ⅱｺｰｽ：11 月 20 日(水) 
     ～23 日(土) 
Ⅲｺｰｽ：12 月 18 日(水) 
     ～21 日(土) 

各コース共 

研修参加 20 時間 
(修了ﾚﾎﾟｰﾄ提出

でさらに 10 時間

加算) 

ホスピタルプラザビル 
(本部所在ビル)５階 

案内済み 

 
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 

メディカル･マネジメント･

プランニング･グループ 
03-5537-3411 

８月 10日(土) どうする療養病床 飯田 達能 
長崎 

３時間 

９月６日(金) 
地域包括支援センターのあるべき

姿 
髙橋 紘士 

福岡 

２時間 

９月７日(土) 
総合医制度はなぜ必要か 

総合医の必要性と医療提供体制整備 

前沢 政次 
福井 次矢 

福岡 

計４時間 

９月７日(土) 
介護事業の特質と多様性～地域包

括ケアを意識して 
相楽 行孝 

静岡 

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 

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７日(土) 
医師のためのﾊｯﾋﾟｰﾘﾀｲｱﾒﾝﾄ 

会計事務所職員のための歯科経営ｾ

ﾐﾅｰ 

日向野 渉 
木村 泰久 
 

大阪 

計６時間 

９月８日(日) 
 ～15 日(日) 

海外研修【オランダに見る地域包括

ケアと家庭医の役割／デンマーク

の介護施設の現状、等】 

川原 丈貴 
ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾃﾞﾝﾏｰｸ 

計 20 時間 

10 月４日(金) 
専門ｸﾘﾆｯｸの開業戦略と盛業事例 

介護保険の最新動向と地域戦略 

高木 宏尚 
服部万里子 

仙台 

計５時間 

11 月９日(土) 
介護事業参入提案実践講座 

官邸主導の社会保障制度改革と、地

域包括ケアシステム 

相楽 行孝 
今瀬 俊彦 
 

大阪 

計６時間 

11月16日(土) 
サ高住の現状と課題～運営事例を

交えて 
網谷 敏数 

宮崎 

２時間 

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

８月 22日(木) 
医療政策の動向と地域包括ケア 

サ高住の経営を取り巻く環境と課題 

尾形 裕也 
橋本 俊明 

博多 

計５時間 

８月 23日(金) 
介護現場のリスクマネジメント 

診療所の広報戦略～CIの重要性 

在宅医療でのﾁｰﾑｹｱの実践～ICT 活用 

山田  滋 
天野 智敦 
遠矢純一郎 

博多 

計 7.5 時間 

９月５日(木) 
医療政策の動向と地域包括ケア 

サ高住の経営を取り巻く環境と課題 
尾形 裕也 
橋本 俊明 

東京 

計５時間 

９月６日(金) 
診療所の広報戦略～CIの重要性 

介護現場のリスクマネジメント 

在宅医療でのﾁｰﾑｹｱの実践～ICT 活用 

天野 智敦 
山田  滋 
遠矢純一郎 

東京 

計 7.5 時間 

９月 12日(木) 
医療政策の動向と地域包括ケア 

サ高住の経営を取り巻く環境と課題 
尾形 裕也 
橋本 俊明 

東京 

計５時間 

９月 13日(金) 
診療所の広報戦略～CIの重要性 

介護現場のリスクマネジメント 

在宅医療でのﾁｰﾑｹｱの実践～ICT 活用 

天野 智敦 
山田  滋 
遠矢純一郎 

東京 

計 7.5 時間 

９月 19日(木) 
医療政策の動向と地域包括ケア 

サ高住の経営を取り巻く環境と課題 
尾形 裕也 
橋本 俊明 

大阪 

計５時間 

９月 20日(金) 
診療所の広報戦略～CIの重要性 

介護現場のリスクマネジメント 

在宅医療でのﾁｰﾑｹｱの実践～ICT 活用 

天野 智敦 
山田  滋 
遠矢純一郎 

大阪 

計 7.5 時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6860-5460 

８月 19日(月) 
新病院の医療機器整備計画における 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの役割と必要な視点(事例) 
中島 正勝 

東京 

各日２時間 
９月 30日(月) 

医用画像システムの現状と今後の

方向性 
大越  厚 

 
 
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 講師等 開催地・時間 

岩手県支部 

019-635-3155 
８月 10 日(土) 

2025 年に向けた医療・介護連携の姿 

地域包括ケアにおける医療と介護連携 
工藤  高 
梶原  優 

盛岡 

計４時間 
愛知県支部 

052-683-9105 
９月 11 日(水) 施設見学【(株)博愛ナーシングヴィラ】 六谷 秀生 

刈谷 

２時間 
滋賀県支部 

077-569-5530 
８月 31 日(土) 

医療機関におけるサービス付高齢者住

宅参入への意味 
中林  梓 

草津 

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 

大阪府支部 

06-6868-1165 
９月３日(火) 

H26 年度診療報酬改定の見通し 

地域独自の地域包括ケアを目指して 

歯科診療所の経営改善対策と改善事例 

鳥海 和輝 
竹重 俊文 
木村 泰久 

大阪 

計 6.5 時間 

兵庫県支部 

078-991-2147 
８月 29 日(木) 高齢者ケア付きホームの運営の仕組み 鳥飼 雅宏 

尼崎 

２時間 
広島県支部 

084-921-1422 
９月 26 日(木) 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

医療関係者が知っておく介護経営方向性 
田中 和美 
足立 聖子 

広島 

計５時間 
福岡県支部 

092-731-6001 
９月７日(土) 

病院経営の薬剤師の役割～DPC 導入病院 
H26 年度診療報酬改定の方向性 

増原 慶壮 
加藤 拓馬 

福岡 

計６時間 

大分県支部 

097-537-7011 
８月 10 日(土) 

ビデオ・歯科医院の経営改善事例 

医療福祉におけるやる気を引き出す給

与体系の活用事例 

鈴木 竹仁 
溝口 康隆 
 

大分 

計４時間 

沖縄県支部 

098-879-6675 
８月８日(木) 

医療政策の行方と、医療と介護の連携

（仮) 
工藤  高 

宮古島 

２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 

日本人間ドック学会学術大会 

(第 54 回) 

http://dock54
.jtbcom.co.jp
/entry.html 

８月 29 日(木) 
  ～30 日(金) 

アクトシティ浜松、他 

(浜松) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(急性期病院の機能の分化・強化・

連携を支える組織づくり） 

03-3438-9932 ８月 30 日(金) 
オーバルホール 

(毎日新聞ビル) 

(大阪) 
２時間 

医療関連サービス振興会 第 205回

月例セミナー(「社会保障制度改革

国民会議」報告と医療介護の改革) 

ikss_seminar
@nifty.com 

(申込) 

９月５日(木) 
日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(東京) 
２時間 

日本診療情報管理学会学術大会 

(第 39 回) 

https://v3.ap
ollon.nta.co.
jp/jhim39-jr/ 

９月５日(木) 

 ～６日(金) 

つくば国際会議場 

(つくば) 
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) 

※原則、全 3 クール一括申込 

03-3263-8697 
(参加申込) 

９月６日(金) 

 ～７日(土) 

ヤマノホール 

(東京) 
各クール 
各３時間 

医療経済学会総会・研究大会 

(第８回) 

03-3506-8529 
(問合先) 

９月７日(土) 
学習院大学目白ｷｬﾝﾊﾟｽ 

(東京) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(急性期病院の機能の分化・強化・

連携を支える組織づくり） 

03-3438-9932 ９月 13 日(金) 
全社協・灘尾ホール 

(新霞が関ビル) 

(東京) 
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(これからの障がい者の就労支援と

障がい福祉サービスの経営） 

03-3438-9932 ９月 27 日(金) 
全社協・灘尾ホール 

(新霞が関ビル) 

(東京) 
２時間 

日本医療・病院管理学会学術総会 

(第 51 回) 

http://med-ec
on.umin.ac.jp
/jsha51/ 

９月 27 日(金) 
  ～28 日(土) 

京都大学 

(京都) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(これからの障がい者の就労支援と

障がい福祉サービスの経営） 

03-3438-9932 10 月４日(金) 

オーバルホール 

(毎日新聞ビル) 

(大阪) 
２時間 

全国国保地域医療学会 

(第 53 回) 

http://kokuho
53.umin.jp/en
try.html 

(参加申込) 

10 月４日(金) 

  ～５日(土) 
島根県民会館、他 

(松江) 
３時間 



催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間 
日本精神科救急学会総会 

(第 21 回) 

http://jaep201
3.saitec.biz/ 

10 月４日(金) 

  ～５日(土) 
学術総合センター 

(東京) 
３時間 

全国自治体病院学会 

(第 52 回) 

http://www2.conve
ntion.co.jp/52jmh
a/index.html 
(参加登録) 

10 月 17 日(木) 
  ～18 日(金) 

国立京都国際会館 

(京都) 
３時間 

日本救急医学学会総会・学術集会 

(第 41 回) 

http://www2.conve
ntion.co.jp/41jaa
m/index.html 

10 月 21 日(月) 
  ～23 日(水) 

東京国際フォーラム 

(東京) 
３時間 

日本医療福祉設備学会 

(第 42 回) 

http://heaj.o
rg/gakkai/201
3/index.html 

10 月 23 日(水) 
  ～24 日(木) 

東京ビッグサイト 

会議棟 

(東京) 
３時間 

HOSPEX Japan 2013 
http://www.jma.
or.jp/hospex/ja
/top/iryou.html 

10 月 23 日(水) 
  ～25 日(金) 

東京ビッグサイト 

東展示棟    (東京) 
２時間 

医療関連サービス振興会 第 206回

月例セミナー(地域包括ケアの基盤

としての住まいの整備について) 

ikss_seminar
@nifty.com 

(申込) 

10 月 24 日(木) 
日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(東京) 
２時間 

日本医療法人協会 

全国医療法人経営セミナー 
03-3234-2438 10 月 26 日(土) 

会場及び詳細未発表 

(名古屋) 
３時間 

日本医療・病院管理学会 

第 318回例会(医療の質向上への取り

組み-比較による問題特定と改善) 

nsatou@tqm.t.u
-tokyo.ac.jp 
(事前申込要) 

10 月 30 日(水) 
東京大学 山上会館 

(東京) 
２時間 

日本クリニカルパス学会学術集会 

(第 14 回) 

http://square.u
min.ac.jp/jscp1
4/index.html 

11 月１日(金) 

  ～２日(土) 
マリオス盛岡地域交流セ

ンター、他   (盛岡) 
３時間 

全日本病院学会 

(第 55 回) 

http://ajha55
saitama.org/ 

11 月２日(土) 

  ～３日(日) 
大宮ソニックシティ 

(大宮) 
３時間 

日本医療経営学会学術集会・総会 

(第 12 回) 

http://www.t
akedakenko.j
p/jaha2013/ 

11 月８日(金) 

  ～９日(土) 
ホテル御宿東鳳 

(会津若松) 
３時間 

国立病院総合医学会 

(第 67 回) 

http://www2.con
vention.co.jp/n
ms67/index.html 

11 月８日(金) 

  ～９日(土) 
石川県立音楽堂、他 

(金沢) 
３時間 

日本バランスト・スコアカード研究

学会(第 11回) 

http://www.m
ed-gakkai.or
g/hbsc11st/ 

11 月９日(土) 
松山市総合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

(松山) 
３時間 

日本精神科病院協会 精神医学会 

(第２回) 

http://www.keis
o-comm.com/2ndj
aph/index.html 

11 月 14 日(木) 
 ～ 15 日(金) 

大宮ソニックシティ 

(大宮) 
３時間 

日本医療情報学会連合大会(＊) 

(第 33 回) 

http://www.medi
nfo.hyo-med.ac.
jp/jcmi33/ 

11 月 21 日(木) 
 ～ 23 日(土) 

神戸ファッションマート 
(神戸) 

３時間 

医療の質・安全学会学術集会 

(第８回) 

http://www.proc
omu.jp/qsh2013/
index.html 

11 月 23 日(土) 
  ～24 日(日) 

東京ビッグサイト 

TFTホール    (東京) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(在宅復帰支援機能の強化を目指し

た経営戦略のあり方） 

03-3438-9932 11 月 22 日(金) 
会場未発表 

(東京) 
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(特養を拠点とした地域支援・地域

貢献に向けて） 

03-3438-9932 11 月 29 日(金) 
会場未発表 

(東京) 
２時間 

日本病院会 

病院中堅職員育成研修 各コース 
03-3265-1281 

コースにより 

開催日別 

ホスピタルプラザビル 

(東京) 

各コース 

修了につき 

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。 

・履修認定学会等の参加証・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。 


