
平成 27 年 11 月９日 

 
会 員 各 位 

                        (公社)日本医業経営コンサルタント協会 
教育研修委員会 担当副会長 向江健治 

 

平成 27 年度 継続研修実施予定（第８回概要報）のご案内 

  
当案内に関する問合先：事務局 事業部事業第一課 

研修・履修認定係直通 TEL:03-5275-6993 
代表ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5275-6996 

 
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、なるべく事前にお申込ください。 

 
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 

日本医業経営 
コンサルタント学会 

11 月 12 日(木) 

  ～13 日(金) 
各日５時間 

大阪国際会議場 

(大阪) 
案内済み 

本部継続研修 
(本部・支部中継研修) 

11 月 27 日(金) 計６時間 
ホスピタルプラザビル 

支部中継会場 

HOSPEX Japan 2015 

医業経営セミナー 
11 月 25 日(水) 

  ～27 日(金) 

２時間(３日間

で１回認定。展

示会参加の２時

間認定とは別)

東京ビッグサイト 

(東京) 

機関誌 JAHMC 

10 月号に同封

案内済み 

本部継続研修 
(地域包括ケア研修会) 
 ※一般の方にも公開 
します。 

12 月８日(火) ３時間 
アクア博多 

(福岡) 

案内済み 集中研修(広島) 
12 月 17 日(木) 

  ～18 日(金) 

各日 

計６時間 

広島国際会議場 

(広島) 

本部継続研修 
(地域包括ケア研修会) 
 ※一般の方にも公開 
します。 

平成 28 年 

１月 19 日(火) 
３時間 

ＴＫＰｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ京都 

(京都) 

集中研修(大阪) 

平成 28 年 

１月 27 日(水) 

 ～29 日(金) 

各日 

計６時間 

CIVI 研修センター 

新大阪東 

(大阪) 

追って 

案内します 

※ 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、各主催団体まで事前にお問合せください。） 

主催者・問合先／開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間

全国医療専門経営会計人会（TEL.084-921-4537） 

12 月５日(土) 病医院の事業承継・相続について 今仲  清 
東京 

２時間

メディカル・マネジメント・プランニング・グループ 

MMPG 中国・四国会 

082-243-7331 
11 月 12 日(木) 医療法改正と医療法人の事業承継 青木 惠一 

岡山 

３時間

MMPG 本部 

03-5537-3411 
11 月 14 日(土) 

医療・介護・福祉を巡るトピックス 

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの中での有床診療所の役割 

川原 丈貴 

青木 惠一 

東京 

計４時間

MMPG 北陸会 

0776-21-5667 
11 月 16 日(月) 

平成 27 年度介護報酬改定の影響及び平成

28 年度診療報酬改定の最新情報 
中林  梓 

金沢 

４時間

MMPG 九州会 

093-651-5533 
12 月 12 日(土) 無床診療所の経営戦略 田中 和美 

宮崎 

３時間

ＴＫＣ医業・会計システム研究会（TEL.03-3266-9227） 

平成 28 年１月 21 日(木) 
2016 年度診療報酬改定の概要 

医療機関におけるﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの実務的対応 

村上 佳子 

船本 智睦 

福岡 

計５時間

平成 28 年１月 22 日(金) 

介護事業所の現状と今後の経営対応策 

歯科診療所における事業承継の落とし穴 

薬局経営の今後の展望 

石井 計行 

康本 征史 

漆畑  稔 

福岡 

計 7.5 時間

平成 28 年１月 28 日(木) 
薬局経営の今後の展望 

医療機関におけるﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの実務的対応 

漆畑  稔 

船本 智睦 

東京 

計５時間

平成 28 年１月 29 日(金) 

2016 年度診療報酬改定の概要 

地域包括ケアと地域密着型サービス 

歯科診療所における事業承継の落とし穴 

村上 佳子 

服部万里子 

康本 征史 

東京 

計 7.5 時間

平成 28 年２月４日(木) 
地域包括ケアと地域密着型サービス 

薬局経営の今後の展望 

服部万里子 

漆畑  稔 

東京 

計５時間

平成 28 年２月５日(金) 

医療機関におけるﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの実務的対応 

2016 年度診療報酬改定の概要 

歯科診療所における事業承継の落とし穴 

船本 智睦 

村上 佳子 

康本 征史 

東京 

計 7.5 時間

平成 28 年２月９日(火) 
地域包括ケアと地域密着型サービス 

薬局経営の今後の展望 

服部万里子 

漆畑  稔 

大阪 

計５時間

平成 28 年２月 10 日(水) 

医療機関におけるﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの実務的対応 

2016 年度診療報酬改定の概要 

歯科診療所における事業承継の落とし穴 

船本 智睦 

村上 佳子 

康本 征史 

大阪 

計 7.5 時間

ＪＰＢＭ医業経営部会（TEL.03-3253-4711） 

12 月 12 日(土) 
病棟編成のあり方について－事例から学ぶ 

病棟の運営管理－システム開発事例 
小野田昭弘 

岡山 

計６時間

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5460） 

11 月 16 日(月) 
地域包括ケアシステム構築の実際～制度

の概要と計画策定のポイント～ 
高橋 孝治 

東京 

各日２時間
11 月 30 日(月) 

医療機関におけるアウトソーシングの導

入 
着月 善紀 

12 月 21 日(月) 
医療を取り巻く環境の変化とコンサルテ

ィング事例紹介 
野村  豪 

  



 
（詳細・お申込については、各主催団体まで事前にお問合せください。） 

主催者・問合先／開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間

日本医療福祉建築協会（TEL.03-3453-9904） 

11 月 27 日(金) 国内視察研修【黒沢病院】 

石井  敏 

高崎 

2.5 時間

12 月２日(水) 国内視察研修【香川県立中央病院】 
高松 

2.5 時間

12 月３日(木) 国内視察研修【愛媛県立中央病院】 
松山 

2.75 時間

 
 
３．支部主催研修（詳細・お申込については、各主催支部まで事前にお問合せください。） 

主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間 

北海道支部 

011-728-6114 
11 月 21 日(土) 

ビデオ・地域包括ｹｱｼｽﾃﾑと病医院経営 

ビデオ・医療法人制度改革と医療法人の

事業承継 

長谷川 均 

青木 惠一 

 

札幌 

計４時間

青森県支部 

0178-43-7051 
12 月３日(木) 

ビデオ・医療機関に必要なコーチング・

    マネジメント 
須田  稔 

青森 

２時間

岩手県支部 

019-635-3155 
11 月 16 日(月) 

28 年診療報酬改定、医療法改正が病院、

介護施設に与える影響 
長 英一郎 

盛岡 

３時間

埼玉県支部 

048-779-8890 

平成 28 年 

１月 21 日(木) 

多職種連携の先進事例を知って、地域で

の自分の役割を自覚する研修 

『多職種連携と医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ』在宅

医療・介護連携推進事業と医業経営ｺﾝｻﾙ

ﾀﾝﾄの支援業務 

『訪問看護師の在宅支援と多職種連携』

緩和ケアにおける認定看護師の役割 

 

澁谷 辰吉 

 

 

星野 純子 

大宮 

各日４時間平成 28 年 

２月 18 日(木) 

『多職種連携と医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ』地域

包括ｹｱｼｽﾃﾑで成功している診療所の研

究報告 

『訪問看護師の在宅支援と多職種連携』

訪問看護師の高齢者支援その① 

澁谷 辰吉 

 

水村 志保 

平成 28 年 

３月 17 日(木) 

『多職種連携と医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ』10 数

件の介護事業を経営する医療法人の連

携事例 

『訪問看護師の在宅支援と多職種連携』

訪問看護師の高齢者支援その② 

澁谷 辰吉 

 

佐伯 聡子 

新潟県支部 

0256-98-2301 

11 月 14 日(土) 地域医療構想と地域包括ケア 山﨑  理 
新潟 

３時間

11 月 28 日(土) 
医療行政と診療報酬改定の動向 

第三者評価の現状と、指摘事項の傾向 

南田 俊也 

山田 泰弘 

新潟 

計６時間

富山県支部 

076-452-2555 
11 月 26 日(木) 

診療報酬改定の方向性と地域包括ケアに

おける、医師・薬剤師の役割について 
酒井麻由美 

富山 

２時間

三重県支部 

0594-23-2448 
12 月２日(水) 

ビデオ・医療機関に必要なコーチング・

    マネジメント 

ビデオ・医療法人制度改革と医療法人の

事業承継 

須田  稔 

 

青木 惠一 

 

桑名 

計４時間

  



 
（詳細・お申込については、各主催支部まで事前にお問合せください。） 

主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講師等 開催地・時間 

京都府支部 

075-344-5151 

平成 28 年 

１月 21 日(木) 

ビデオ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが活用できる職員満足 

度調査とﾘﾃﾝｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実際 
永瀬 隆之 

京都 

各日２時間平成 28 年 

３月 24 日(木) 

ビデオ・医療分野の「雇用の質」向上の

仕組みづくりと手引きの活用法 
酒井 一博 

島根県支部 

0852-21-5857 
12 月４日(金) 

ビデオ・介護報酬改定後の介護施設 

及び介護事業所別経営改善策 第 1部 

ビデオ・介護報酬改定後の介護施設 

及び介護事業所別経営改善策 第 2部 

ビデオ・医療法人制度改革と医療法人 

の事業承継 

酒井麻由美 

 

酒井麻由美 

 

青木 惠一 

 

松江 

計６時間

広島県支部 

084-921-1422 
12 月３日(木) 

国内視察研修【広島がん高精度放射線治

療センター】 
永田  靖 

広島 

２時間

大分県支部 

0977-85-5151 
11 月 21 日(土) 

ビデオ・地域包括ｹｱｼｽﾃﾑと病医院経営 

日本の財政と医療・介護の需要予想 

長谷川 均 

林  浩治 

大分 

計４時間

沖縄県支部 

098-879-6675 
11 月 25 日(水) 

地域医療構想と平成 28 年度診療報酬改

定動向 
村上 佳子 

那覇 

２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。 

・履修認定学会等の履修時間は、１登録期間で上限 20 時間です。 

催事名 問合先・申込 開催日 開催場所 履修時間

日本クリニカルパス学会学術集会 

(第 16 回) 

https://www.

congre.co.jp

/jscp16/ 

11 月 13 日(金)

  ～14 日(土)

東京ベイ舞浜ホテルクラ

ブリゾート 

(東京)

３時間 

日本医療バランスト・スコアカード

研究学会(第 13 回) 

http://www.uda-

lab.com/hbsc13t

h/ 
11 月 14 日(土)

大阪国際会議場 

(大阪)
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 14 日(土)

CIVI北梅田研修センター

(大阪)
２時間 

医療関連サービス振興会 第 225 回

月例セミナー(地域医療構想～地域

包括ケアシステム構築に向けて) 

http://ikss.

net/ 
11 月 19 日(木)

日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(東京)
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域包括ケアの中核的拠点に向け

た老健経営のあり方について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

11 月 20 日(金)

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB 階) 

(東京)

２時間 

医療の質・安全学会学術集会 

(第 10 回) 

http://www2.

convention.c

o.jp/jsqsh10

/index.html 

11 月 22 日(日)

  ～23 日(月)

幕張メッセ国際会議場 

(千葉)
３時間 

HOSPEX Japan 2015 
http://www.jma.

or.jp/hospex/ja

/top/iryou.html

11 月 25 日(水)

  ～27 日(金)

東京ビッグサイト 

(東京)
２時間 

日本医療福祉設備学会(第 44 回) 
http://heaj.org

/gakkai/2015/ 

11 月 26 日(木)

  ～27 日(金)

東京ビッグサイト 

会議棟     (東京)
３時間 



 
（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。） 

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 

(特養の地域における拠点施設とし

ての可能性について) 

03-3438-9932 

(福祉医療機構の

HP から) 

11 月 27 日(金)
全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB 階)(東京) 各日 

２時間 
12 月４日(金) 

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1 階)  (大阪)

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４日(金) 

 ～５日(土) 

ヤマノホール 

(東京)

各クール

３時間 

日本精神科救急学会学術総会 

(第 23 回) 

http://www.c-

linkage.co.jp

/jaep2015/ 

12 月 11 日(金)

  ～12 日(土)

ウインクあいち 

(名古屋)
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域移行をすすめるなかでの精神

科病院の経営について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

平成 28 年 

１月 15 日(金)

全社協・灘尾ホール(新霞

が関ビル LB 階) 

(東京)

２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(生活困窮者自立支援における軽

費・養護老人ホームの役割) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

平成 28 年 

１月 22 日(金)

会場未発表 

(東京)
２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/

平成 28 年 

２月 13 日(土)

TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｰ天神 

(福岡)
２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域リハビリを担う慢性期医療と

在宅医療の今後の方向について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

平成 28 年 

２月 26 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 

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 

・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。 

 

 


