
平成 26 年３月４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 12 回概要報）のご案内【一部修正】 

 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。（４月以降に開催さ

れる研修等は、平成 26年度の履修時間の対象となります。） 
 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（茨城） ３月 22 日(土) 計４時間 水戸プラザホテル 

案内済み 
本部継続研修 
(セカンドステージ) 

３月 31 日(月) 

本部・支部中継研修 
計４時間 

ホスピタルプラザビル 
中継支部会場 

(15 箇所) 

新入会員研修 ４月 21 日(月) 

５月９日(金) 
各日４時間 

４月:ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 

５月:CIVI 研修ｾﾝﾀｰ 

新大阪東 

受講対象者に 

案内済み 

本部継続研修 
(セカンドステージ) ６月６日(金) 計６時間 ホスピタルプラザビル 

追って 

案内します 本部継続研修 
(医業経営指標の研修) 

５月 22 日(木) 

各日計６時間 

ホスピタルプラザビル 

６月 12 日(木) (株)ムトウ本社(札幌) 

６月 27 日(金) 
ダイテックサカエ 

(名古屋) 

※ 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 

３月 16日(日) 
H26 年度診療報酬改定から読み取れ

るメッセージとは 

宇都宮 啓 
中林  梓 

東京 

４時間 

３月 29日(土) 
H26 年度診療報酬改定～入院編～ 

H26 年度診療報酬改定～外来編～ 
中林  梓 

福岡 

計６時間 

３月 30日(日) 
H26 年度診療報酬改定から読み取れ

るメッセージとは 

宇都宮 啓 
中林  梓 

大阪 

４時間 

TKC 医業・会計システム

研究会 

03-3266-9227 

３月 25日(火) 
H26 年度診療報酬改定のポイントと

経営対応 
中林  梓 

東京 

３時間 

４月４日(金) 
大阪 

３時間 

  



 
催者・問合先 開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間 

JPBM 医業経営部会 

03-3253-4711 
３月 15日(土) 

H26 年診療報酬改定について 

・その背景と今後の方向性 

・具体的内容解説 

伊藤 哲雄 
岡山 

計６時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6860-5460 

３月４日(火) 海外の病院設計事例 桑野 隆司 
東京 

各日２時間 
３月 24日(月) 

病院基本計画策定事例－急性期病

院における基本計画策定について 
舘野  光 

日本医療福祉建築協会 

03-3453-9904 

３月 20日(木) 施設見学【岐阜県立下呂温泉病院】 小林 健一 
下呂 

２.５時間 

３月 24日(月) 
海外医療福祉建築研修 2013 報告会

(英独仏の医療福祉建築) 
山下 哲郎 

東京 

２.５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 

011-783-5515 
３月 21 日(金) 

H26 年度診療報酬改定～中/小病院対象 
H26 年度診療報酬改定の要点と留意点 

松田 欣之 
古家 隆司 

札幌 

計４時間 
福島県支部 

024-575-1033 
５月 12 日(月) 医業経営の最新動向 青木 惠一 

福島 

２時間 

埼玉県支部 

048-779-8891 
３月 19 日(水) 

地域で選ばれるｸﾘﾆｯｸ・福祉施設になるた

めに「チームのコミュニケーションを考

える」前半・後半 

平良 未散 
大宮 

計４時間 

岐阜県支部 

058-253-5411 
３月 16 日(日) 

2014 年度診療報酬改定の徹底解説とそ

の影響～医業機関の機能別対応～ 
工藤  高 

岐阜 

２時間 

京都府支部 

075- 344-5151 

３月 26 日(水) ビデオ・DPC/PDPS の概要と経営改善 田中 豊章 
京都 

２時間 

４月 19 日(土) 

H26 年度診療報酬改定について 

 
H26 年度介護報酬改定及び障害者自立

支援事業における報酬改定 

熊本赤十字病院の今後の経営戦略 

厚生労働省

担当者 

海来 美鶴 
 
村岡  隆 

京都 

計３.５時間 

兵庫県支部 

078-991-2147 
３月 27 日(木) 
(修正しました) 

ビデオ・DPC/PDPS 病院の病院経営 

ビデオ・病院情報ｼｽﾃﾑの構築とﾃﾞｰﾀ活用 
ビデオ・医療機能、病床機能の可視化 

美原  盤 
紀ノ定保臣 
紀ノ定保臣 

神戸 

計６時間 

奈良県支部 

0742-20-2277 
４月 24 日(木) 

在宅介護保険サービスとサービス付き

高齢者住宅 
藤井 幹雄 

奈良 

２時間 
島根県支部 

0852-21-5857 
５月２日(金) ビデオ・病院の収益改善取組事例 槙  孝悦 

松江 

２時間 
広島県支部 

084-921-1422 
３月 27 日(木) H26 年度診療報酬改定セミナー 中林  梓 

広島 

３時間 
徳島県支部 

088-653-1717 
３月 20 日(木) 

ビデオ・診療所収益改善事例紹介 

ビデオ・病院の収益改善取組事例 

鈴木 竹仁 
槙  孝悦 

徳島 

計４時間 

福岡県支部 

092-731-6001 
３月９日(日) 

H26年度診療報酬改定のﾎﾟｲﾝﾄと経営対応 
・診療報酬改定の概要及び詳細 

・入院料及び精神科を中心に 

 
中林  梓 
酒井麻由美 

福岡 

計６時間 

熊本県支部 

096-352-4781 
３月 18 日(火) 

ビデオ・在宅医療におけるチームケア 
ビデオ・私と地域の在宅医療 

遠矢純一郎 
三宅敬二郎 

熊本 

計４時間 
大分県支部 

097-537-7011 
４月 19 日(土) ビデオ・診療所収益改善事例紹介 鈴木 竹仁 

大分 

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 

鹿児島県支部 

099-247-5655 
３月 25 日(火) ビデオ・在宅医療におけるチームケア 遠矢純一郎 

鹿児島 

２時間 
沖縄県支部 

098-879-6675 
３月 17 日(月) 診療報酬改定セミナー 工藤  高 

那覇 

４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。 

・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 
日本医療・病院管理学会 

第 323 回例会(中小病院の医療安全

の支援を考える-院外資源活用と横

浜市における取り組み) 

無料 

(問合先: 

tera@yokohama
-cu.ac.jp) 

３月７日(金) 

横浜市技能文化会館 

多目的ホール 

(横浜) 
２時間 

日本医療法人協会 

平成 26 年度診療報酬改定説明会 

※当協会会員向け参加費設定あり。 
2/24 に当協会より案内発信済み。 

03-3234-2438 ３月 19 日(水) 
秋葉原ＵＤＸ４階 

ギャラリータイプＳ 

(東京) 
２時間 

医療関連サービス振興会 第 210回

月例セミナー(2014 年診療報酬改定

の概要と病院全体で考える対応策) 

ikss_seminar
@nifty.com 

４月９日(水) 
日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(東京) 
２時間 

日本医療・病院管理学会 

第 324 回例会(地域活性化における

大学病院の役割) 

無料(問合先 

oharam@hosp.t
sukuba.ac.jp ) 

４月 17 日(木) 
筑波大学附属病院 

けやき棟１階けやきプラザ 

(つくば) 
２時間 

日本在宅医療学会学術集会 

(第 25 回) 

http://www.me
d-gakkai.org/
jshm25/ 

５月 24 日(土) 
  ～25 日(日) 

倉敷アイビースクエア 

(岡山) 
３時間 

日本医療情報学会春季学術大会 

(第 18 回) (＊) 

http://jami2
014symp.org/ 

６月５日(木) 

  ～７日(土) 
岡山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

(岡山) 
３時間 

日本医療機器学会大会(第 89回) 

http://www.js
mi.gr.jp/conn
ection/index.

html 

６月 12 日(木) 
  ～14 日(土) 

朱鷺メッセ 

(新潟) 
３時間 

日本医療マネジメント学会学術総

会(第 16 回) 

http://www.c
onvention-w.
jp/jhm2014/ 

６月 13 日(金) 
  ～14 日(土) 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾌｨｱ岡山、他 

(岡山) 
３時間 

日本病院学会(第 64回) 
http://www.ho
spital.or.jp/
gakkai.html 

７月３日(木) 

 ～４日(金) 

ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松、他 

(香川) 
３時間 

国際モダンホスピタルショウ 2014 
http://www.noma
.or.jp/hs/2014/
index.html 

７月 16 日(水) 
  ～18 日(金) 

東京ビッグサイト 

(東京) 
２時間 

日本歯科医療管理学会総会・学術大

会(第 55 回) 

http://www.hoku
-iryo-u.ac.jp/~
prostho2/kanri/
index.html 

７月 18 日(金) 
  ～20 日(日) 

ニューオターニイン札幌 
(札幌) 

３時間 

全国有床診療所連絡協議会総会 

(第 27 回) 

http://www.yo
ushowsin.com/ 

７月 19 日(土) 
  ～20 日(日) 

岐阜グランドホテル 

(岐阜) 
３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。 

・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。 


