
平成 25 年９月９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６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 

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 

案内済み 

11 月 15 日(金) 計６時間 
ホスピタルプラザビル 
※本部支部中継研修予定 

追って 

案内します 

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 

本部継続研修 
集中研修（大阪） 
(セカンドステージ) 

11 月 27 日(水) 

  ～29 日(金) 

各日 

計６時間 

新大阪ブリックビル 

会議室 

追って 

案内します 

 
 
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 

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 

10月17日(木) 

第 12回公開シンポジウム 

「医療保険制度の持続を可能とす

る負担のあり方」 

（基調講演・シンポジウム・対談） 

遠藤 久夫 
西村 周三 
今村  聡 
坂本 憲枝 
新川 浩嗣 
中村 秀一 
武見 敬三 
水野  肇 

東京 

計 3.5 時間 

11 月７日(木) 
専門クリニックの開業戦略と盛業

事例 
高木 宏尚 

金沢 

４時間 
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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 

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(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 

12 月７日(土) 医療訴訟の実態と対応 田代 祐誠 
佐賀 

３時間 

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

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 

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 

東京 

各日２時間 
10 月７日(月) 

医療制度改革のゆくえ～急性期・亜急

性期の行政情報から読みとく～ 
北原 一憲 

日本医療福祉建築協会 

03-3453-9904 

９月 19日(木) 
医
療
福
祉
建
築
フ
ォ
ー
ラ
ム2013 

がん治療費を誰が負担するの

か～医療技術の費用対効果～ 
福田  敬 

東京 

 
各日計 5.5 時間 

医療福祉施設のｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 尾崎 真理 

シンポジウム「病院整備事業の

プロセスを考える」 

上野  淳 
小松 正樹 
中山 茂樹 
福田 昭一 
筧  淳夫 

対談「設計者と事業者の協働」 
村林 紘二 
三谷 恭一 

９月 20日(金) 

急性期精神病の治療構造 計見 一雄 

緩和ケアの今 竹宮 健司 

病院と在宅をつなぐもの 田淵 典子 

シンポジウム「東日本大震災 
仮説住宅の今とこれからの復

興～医療福祉の視点から～」 

狩野  徹 
久保田秀美 
佐藤  毅 
長  純一 
星  節子 
石井  敏 

 
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 

埼玉県支部 

048-779-8891 
10 月 12 日(土) 

「元気いっぱい彩の国」 

障がい者の働く・暮らすを知って、共

に支え合える埼玉へ 

認知症サポーター養成講座 

 
増田 一世 
 
里吉真理子 

富士見 

計４時間 
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主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講 師 開催地・時間 

東京都支部 

03-5691-1750 

10 月 25 日(金) 

～平成 26年 

２月 28 日(金) 

Ｃコース【クレームを付けられないた

めの遵法経営を学ぶ】※左記期間内で５

回ｼﾘｰｽﾞの研修・途中からの参加は不可 

１.薬屋の広告とラーメン屋の広告 

２.酔っ払いも診ないといけないの? 

３.身体拘束が許される時、ダメな時 

４.眼鏡屋によるコンタクト装置は OK? 
５.混合診療って何が問題? 

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 27 日(金) 

医療法人の適正な運営 

社会保障制度改革国民会議報告書と病

院経営 

岩崎 文昭 
宮島 俊彦 
 

横浜 

計３時間 

長野県支部 

0268-71-0125 

11 月５日(火) 
病医院の地域包括ケアへの取組み、介

護事業経営の取組み事例 
竹重 俊文 

長野 

各日５時間 
11 月６日(水) 

病院・診療所の承継問題とその事例研

究 
海江田鉄男 

11 月７日(木) 
歯科診療所の経営改善対策とその改善

事例、在宅歯科の取組事例 
木村 泰久 

新潟県支部 

0256-98-2301 

９月 21 日(土) 
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会の今後の展望と役割 

地域包括ｹｱにおける医療と介護の連携 
常山 正雄 
梶原  優 

新潟 

計６時間 

10 月５日(土) 
ビデオ・広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 5 つの戦略 

訪問看護ｻｰﾋﾞｽの現状と経営課題 

遠藤 豊喜 
棚橋さつき 

新潟 

計５時間 

10 月 26 日(土) 

ビデオ・診療所の経営改善事例 

診療報酬改定の 2012 年の検証と 2014

年に向けての経営対応策 

在宅医療と介護によるあんしんｼｽﾃﾑ 

田中 和美 
細谷 邦夫 
 
斎藤 忠雄 

新潟 

計５時間 

11 月２日(土) 
診療所の新規開業支援と最新事例 

医療機関による高齢者住宅の最新事例 
川村 光章 
安藤 治郎 

新潟 

計５時間 

静岡県支部 

054-273-8316 
10 月 17 日(木) 

在宅介護保険サービスとサ高住 

医療及び医療関連業界の動向と課題 

① クリニック開業 

② 建築・高齢者住宅等 

③ 調剤薬局 

④ 医療機関・老健運営 

藤井 幹雄 
野中 康弘 
小林 恒男 
高橋 良之 
望月  周 
山崎 俊洋 

静岡 

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】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

六谷 秀生 
刈谷 

２時間 
京都府支部 

075-343-0870 
10 月 19 日(土) 

京都式地域包括ケアの取組み 

京都地域包括ケア推進機構の取組み 

岡本 吉弘 
北川  靖 

京都 

計３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 
 
４．継続研修履修認定学会等（参加方法は、各催事のホームページにて詳細をご確認ください。） 
・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。 

・上記で認定している展示会・セミナー等を除き、学会・大会等に併設されている単体で入場可能な市民公開講

座・展示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。 

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 

(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 
(受付終了) 

９月 13 日(金) 
全社協・灘尾ホール 

(新霞が関ビル) 

(東京) 
２時間 
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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 

(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-econ
.umin.ac.jp/jsh
a51/index.html 

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://kokuh
o53.umin.jp/ 

10 月４日(金) 

  ～５日(土) 
島根県民会館、他 

(松江) 
３時間 

日本精神科救急学会総会 

(第 21 回) 

http://jaep2013
.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.c
onvention.co.
jp/52jmha/ind
ex.html 

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.c
onvention.co.
jp/41jaam/ind
ex.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 
※展示会招待券は JAHMC９月号に同

封済。 

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(第 28回) 

※ 追って、詳細をご案内します。 

03-3234-2438 10 月 26 日(土) 
名古屋観光ホテル「曙」 

(名古屋) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(東北応援企画 社会福祉施設経営ｾﾐﾅｰ:社

会福祉法人のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの確立と経営) 

03-3438-9932 10 月 28 日(月) 
仙台サンプラザ 

(仙台) 
２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) 
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://ajha5
5saitama.org 

11 月２日(土) 

  ～３日(日) 
大宮ソニックシティ 

(さいたま) 
３時間 

日本医療経営学会学術集会・総会 

(第 12 回) 

http://www.take
dakenko.jp/jaha
2013/index.html 

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 

日本医療バランスト・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 
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催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間 

日本医療・病院管理学会 

第 319 回例会(医療介護レセプトの

総合分析) 

fuji712@med.uo
eh-u.ac.jp 
(自由参加) 

11 月 11 日(月) 
産業医科大学 2号館 2 階 
2208教室   (北九州) 

２時間 

日本精神医学会学術大会 

(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 

(さいたま) 
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) 

東京ﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝﾋﾞﾙ 

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ TFT ﾎｰﾙ(東京) 
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(在宅復帰支援機構の強化を目指し

た経営戦略のあり方) 

03-3438-9932 11 月 22 日(金) 
会場未定 

(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) 
会場未定 

(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 

・当ご案内は、協会ホームページからＰＤＦファイルでダウンロードできます。 

(＊)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。 
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