
平成 26 年 10 月６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 26 年度 継続研修実施予定（第７回概要報）のご案内 

  
実施が予定されている継続研修等について、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 

第 18 回日本医業経営

コンサルタント学会 
(東京) 

10 月 16 日(木) 

～17 日(金) 

学会参加 

各日５時間 

ホテルイースト 21 

東京 

案内済み 
地域研究交流会(岩手) 11 月１日(土) ５時間 

ホテル 

メトロポリタン盛岡 

本部継続研修 
集中研修(大阪) 

11 月 19 日(水) 

～21 日(金) 
各日計６時間 

CIVI 研修センター 

新大阪東 

地域研究交流会(高知) 11 月 27 日(木) ５時間 
ザクラウンパレス 

新阪急高知 

追って 

案内します 
地域研究交流会(大阪) 12 月 12 日(金) ５時間 大阪国際会議場 

本部継続研修 
(本部・支部中継研修) 

12 月 19 日(金) 計６時間 
ホスピタルプラザビル 

支部中継会場 

※ ホスピタルプラザビル：本部事務局所在ビル(東京) 
 
 
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 18 日(土) 
H26 年度診療報酬改定と病医院経営

対応策 
酒井麻由美 

宮崎 

３時間

10 月 23 日(木) 

第 13 回公開シンポジウム 

「地域包括ケアシステムにおける医

療の在り方と役割」 

伊藤 雅治 

安藤 高朗 

鴨下 一郎 

川越 正平 

佐々木昌弘 

鷲見よしみ 

竹内 弘道 

東京 

計 3.5 時間

11 月８日(土) 
診療所の組織活性化と増収・増患対策 

事業承継問題・医療機関の再生方法 

澁谷 辰吉 

片山 卓朗 

大阪 

計６時間

  



 
（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 

11 月 14 日(金) 
地域包括ケア病棟への転換とその現

状 
立花 雅男 

福岡 

２時間

11 月 15 日(土) 

今後の地域包括ケアシステムのあり方 

岐路に立つ療養病床～生き残りの道

とその後の経営戦略～ 

唐木美代子 

高木 安雄 

 

福岡 

計４時間

11 月 15 日(土) 
医療界などのトピックス 

持分なし移行時の留意点と実務ﾎﾟｲﾝﾄ

川原 丈貴 

青木 惠一 

東京 

計４時間

11 月 18 日(火) 
平成 26 年度診療報酬改定が及ぼす診

療所経営への影響について 
細谷 邦夫 

金沢 

４時間

11 月 22 日(土) 
熊本 

３時間

ITEC 病院運営研究会 

03-6860-5460 

10 月 27 日(月) 
コンサルタントが知っておくべき手

術室・ICU のマネージメントの実際 
萬  知子 

東京 

各日２時間
11 月 17 日(月) 

知っておきたいコンサルタントの医

療施設知識 
小松 正樹 

日本医療福祉建築協会 
03-3453-9904 

10 月 15 日(水) 施設見学【仙台市立病院】 小林 健一 
仙台 

2.5 時間

日本医療福祉設備協会 

03-3812-0257 
10 月９日(木) 

五感に優しい療養環境 

【視覚】明るさ感を配慮した病室照明 

【味覚】患者の期待を超えるｻｰﾋﾞｽ 

【触覚】放射冷暖房ｼｽﾃﾑによる快適性 

【臭覚】病院の臭気対策 

【五感】加齢現象と五感の変化 

【聴覚】病院におけるｽﾋﾟｰﾁﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ

 

小島 義包 

田澤 能大 

杉山 靖尚 

町田 晃一 

辻  裕次 

榊原 隆次 

清水  寧 

東京 

計６時間

 
 
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 

011-728-6114 
12 月 13 日(土) 

医療法人制度改革と持分の定めのない

医療法人への移行 
青木 惠一 

札幌 

３時間

岩手県支部 

019-635-3155 
11 月８日(土) 

施設見学【(一財)脳神経疾患研究所附

属 南東北がん治療陽子線治療ｾﾝﾀｰ】 

鍵谷  勝 

小野寺慶七 

郡山(福島) 

３時間

埼玉県支部 

048-779-8891 
10 月 22 日(水) 

伝わる接遇と連携する力が高まる研修

『医療・介護現場の接遇』医療、介護現

場での接遇実践 

『地域に寄り添う訪問診療』訪問診療

への取り組みと今後の構想 

 

平良 未散 

 

町田  穣 

 

大宮 

各日計４時間

東京都支部 

03-5691-1750 

10 月 24 日(金) 

～平成 27 年 

２月 20 日(金) 

Ｅコース【医療制度改革、経営改善課題

(財務分析、患者分析、職員効率分析)、

中小病院経営改善事例】 

※左記期間内で５回ｼﾘｰｽﾞの研修・途中

からの参加不可 

伊藤 哲雄 

東京 

各回２時間×５回

＝計 10 時間

  



 
（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 

東京都支部 

03-5691-1750 

10 月 31 日(金) 

～平成 27 年 

２月 27 日(金) 

Ｃコース【先端技術を巡る問題、安楽死

等を通じて臓器移植を考える、等】 

※左記期間内で５回ｼﾘｰｽﾞの研修・途中

からの参加不可 

高須 和之 

東京 

各回２時間×５回

＝計 10 時間

新潟県支部 

0256-98-2301 

10 月 25 日(土) 

ビデオ・DPC/PDPS 病院の病院経営 

医療と介護の現場でのトラブル対処法

人材育成と確保を円滑に進めるﾎﾟｲﾝﾄ 

美原  盤 

高須 和之 

谷塚  稔 

新潟 

計５時間

11 月５日(水) 地域包括ケアの現状と今後の展望 山﨑  理 
新潟 

３時間

12 月４日(木) 

地域包括ケアと 2025 年までの対応 

地域包括ケアとマネジメント～医業経

営コンサルタントの役割 

吉江  悟 

美留町利朗 

 

新潟 

計６時間

富山県支部 

076-452-2555 
10 月 10 日(金) 

医療法人制度改革!持分の定めない医

療法人への移行 
青木 惠一 

富山 

２時間

長野県支部 

0263-32-4737 

11 月５日(水) 

「2014 年診療報酬改定と地域包括ケア

における診療所の経営戦略」「2015 年介

護保険制度・介護報酬改定と地域包括

ケアにおける介護事業戦略」 

酒井麻由美 

長野 

各日計５時間
11 月６日(木) 

「医療法人の相続・事業承継問題と認

定医療法人制度」「医療法人会計基準」
青木 惠一 

11 月７日(金) 
医療機関・介護事業所が目指す未来型

人事考課制度 
本間 秀司 

愛知県支部 

052-229-0705 
10 月９日(木) 施設見学【豊川市民病院】 六谷 秀生 

豊川 

２時間

鳥取県支部 

0859-22-9632 

11 月 21 日(金) 医療用語等の基礎知識の概説 近藤 栄達 
米子 

２時間

11 月 29 日(土) 
医業継続を前提とした「医療法人の相

続・事業承継と税金対策」 
青木 惠一 

米子 

３時間

福岡県支部 

092-731-6001 
11 月 14 日(金) 

医療・介護の経営課題とﾌｧｲﾅﾝｽ～女性

活躍の視点 

医療・介護の一体経営がもたらす効果

医療・介護不動産特化型開発ファンド

栗原美津技 

 

近藤 正明 

小林 秀樹 

福岡 

計６時間

佐賀県支部 

0952-23-5106 
11 月 15 日(土) 

医療勤務環境改善支援の事例 

1.都道府県医療勤務改善支援センター

の取り組み 

2.職員の意欲と能力を最大限に引き出

す仕組みづくり 

 

大内田由香 

 

芳野  元 

小川 美里 

佐賀 

４時間

宮崎県支部 

0985-23-2301 
11 月 28 日(金) 

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおけるｸﾘﾆｯｸのあり

方 
桜井 俊男 

宮崎 

1.5 時間

 
  



 
４．支部主催・賛助会員との共催セミナー（各支部までお問合せください。） 

① プルデンシャル生命保険(株)との共催セミナー 

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 
12 月６日(土) 

2025 年に向けて医業承継対策はどう変

わるか～実際の事例を通して～ 
丹羽 正裕 

大宮 

２時間

東京都支部 

03-5691-1750 
11 月 15 日(土) 

ＭＳ法人を活用した医療機関の事業承

継対策 
杉田 圭三 

東京 

２時間

大阪府支部 

06-6868-1165 
11 月１日(土) 

地域医療の核としてのクリニック経営

とリスクマネジメント 
西岡 篤志 

大阪 

２時間

 
 
５．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。 

・下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 

(障がい者の就労支援の課題と可能

性を考える) 

03-3438-9932 10 月７日(火) 
オーバルホール(毎日新

聞ビル B1 階)  (大阪)
２時間 

医療関連サービス振興会 第 215回

月例セミナー(健康日本 21(第二次)

を推進するために) 

ikss_seminar

@nifty.com 
10 月７日(火) 

日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(東京)
２時間 

日本精神科医学会学術大会 

(第３回) 

http://www.cong

re.co.jp/japh3/

10 月９日(木) 

 ～10 日(金) 

名古屋国際会議場 

(名古屋)
３時間 

全国国保地域医療学会(第 54 回) 
http://kokuho54

.umin.jp/ 

10 月 10 日(金)

 ～11 日(土) 

長良川国際会議場、他 

(岐阜)
３時間 

全国介護老人保健施設大会 

(第 25 回) 

http://www.roke

n2014-iwate.jp/

10 月 15 日(水)

 ～17 日(金) 

盛岡市民文化ホール、他

(盛岡)
３時間 

日本医療バランスト・スコアカード

研究学会(第 12 回) 

http://www.acpl

an.jp/hbsc12th/
10 月 18 日(土)

京都テルサ 

(京都)
３時間 

日本医療法人協会 全国医療法人経

営セミナー(第 29 回) 

http://ajhc.or.

jp/info/seminer

.htm 
10 月 25 日(土)

山口グランドホテル 

(山口)
３時間 

日本医療・病院管理学会 

第 328 回例会(診療情報連携) 

info-hw 

@mw.kawasaki-

m.ac.jp 

10 月 26 日(日)

第一セントラルビル 1号

館 9F 大ホール 

(岡山)

２時間 

日本救急医学会総会・学術集会 

(第 42 回) 

http://www.cong

re.co.jp/42jaam

/index.html 

10 月 28 日(火)

 ～30 日(木) 

福岡国際会議場、他 

(福岡)
３時間 

全国自治体病院学会(第 53 回) 
http://www2.con

vention.co.jp/5

3jmha/ 

10 月 30 日(木)

 ～31 日(金) 

フェニックス・シーガイ

ア・リゾート  (宮崎)
３時間 

医療情報学連合大会(第 34 回) (＊) 

http://www.ho.c

hiba-

u.ac.jp/jcmi201

4/ 

11 月６日(木) 

 ～８日(土) 

幕張メッセ国際会議場 

(千葉)
３時間 

  



 
催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間

日本医療経営学会学術集会・総会 

(第 13 回) 

http://www.kawa

saki-

m.ac.jp/mw/keie

i/JAHA/JAHAinde

x.htm 

11 月８日(土) 
川崎医療福祉大学 

(倉敷)
３時間 

日本医療福祉設備学会(第 43 回) 
http://heaj.org

/gakkai/2014/in

dex.html 

11 月 12 日(水)

 ～13 日(木) 

東京ビッグサイト会議棟

(東京)
３時間 

ＨＯＳＰＥＸ Ｊａｐａｎ 2014 
http://www.jma.

or.jp/hospex/ja

/top/iryou.html

11 月 12 日(水)

 ～14 日(金) 

東京ビッグサイト 

東ホール    (東京)
２時間 

国立病院総合医学会(第 68 回) 

https://www.c

ongre.co.jp/n

ms68/ 

11 月 14 日(金)

  ～15 日(土) 

パシフィコ横浜 

(横浜)
３時間 

日本クリニカルパス学会学術集会 

(第 15 回) 

http://www.f-

gh.jp/jscp15/

11 月 14 日(金)

  ～15 日(土) 

あわら温泉 

(福井)
３時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会 アドバンストコース 

http://www.ho

spital.or.jp/
11 月 15 日(土)

CIVI 北梅田研修センター 

(大阪)

各会場 

３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域包括ケアにおける老健の在宅

復帰支援機能の強化と経営) 

03-3438-9932 11 月 21 日(金)

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB 階) 

(東京)

２時間 

日本医療・病院管理学会 

第 329 回例会(病院の BCP(病院機能

存続プラン)について) 

ktoyosu@med.

showa-u.ac.jp
11 月 22 日(土) 

昭和大学江東豊洲病院 

9 階講堂 

(東京)

２時間 

医療の質・安全学会学術集会 

(第９回) 

http://www2.

convention.c

o.jp/jsqsh9/

index.html 

11 月 22 日(土)

 ～24 日(月) 

幕張メッセ国際会議場 

(千葉)
３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の可能

性に向けた経営のあり方) 

03-3438-9932

11 月 28 日(金)
全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB 階)(東京)
２時間 

12 月５日(金) 
オーバルホール(毎日新

聞ビル B1 階)  (大阪)
２時間 

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会(第３クール） 

http://www.ho

spital.or.jp/

12 月５日(金) 

 ～６日(土) 

ヤマノホール 

(東京)

各クール

３時間 

日本病院会 

病院中堅職員育成研修 各コース 

http://www.ho

spital.or.jp/

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。 

・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。 


