
平成 27 年４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 

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 

 

平成 27 年度 継続研修実施予定（第１回概要報）のご案内【修正版】 

  
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 

医業経営セミナー 
４月８日(水) 

(定員に達しました) 
計４時間 ホスピタルプラザビル 

総会資料と共に

案内済み 

新入会員研修 
４月 20 日(月) 

５月 15 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 

継続研修 
５月 26 日(火) 

 ～27 日(水) 

２日間で 

計 10 時間 

ＴＫＰスター貸会議室 

半蔵門 

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

JPBM 医業経営部会 

03-3253-4711 

４月 24 日(金) 

延期 

(開催日程未定) 

地域医療連携推進法人(仮称)制度と

新たな実務支援について 
松田紘一郎 

東京 

３時間

ITEC 病院運営研究会 

03-6860-5460 
５月 25 日(月) 

イラク国円借款病院整備プロジェク

トの事例研究 

三田村清幸 

石田 賢司 

戸川翔太郎 

東京 

２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 講師等 開催地・時間 

北海道支部 

011-728-6114 
４月 25 日(土) 

介護報酬改定について～医療からみた

介護報酬のポイントと対応～ 
服部万里子 

札幌 

３時間

山形県支部 

023-625-2773 
４月 21 日(火) 

ビデオ・H26 年度診療報酬改定後の影響

(診療所編) 

ビデオ・医療分野の「雇用の質」向上 

の仕組みと手引きの活用法 

細谷 邦夫 
 

酒井 一博 
 

山形 

計４時間

新潟県支部 

0256-98-2301 
５月 13 日(水) 

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果たす役割 
美留町利朗 

新潟 

３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 講師等 開催地・時間 

岐阜県支部 

058-253-5411 
４月 23 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 

ビデオ・H26 年度診療報酬改定後の影響

(病院編) 

永瀬 隆之 

 

中林  梓 

 

岐阜 

計４時間

静岡県支部 

054-273-8316 
４月 22 日(水) 

病院経営入門講座－病院の機能を把握

する 
杉原 博司 

静岡 

３時間

愛知県支部 

052-229-0705 
４月 14 日(火) 

平成 27 年度介護報酬改定について 

医療機関における人事労務～雇用の質

向上プロジェクトを通して～ 

酒井麻由美 

小畑 隆成 

 

名古屋 

計５時間

京都府支部 

075-344-5151 
４月 25 日(土) 

障害福祉サービス等報酬改定 

介護報酬改定～医療・介護一体改革 

～医療保険・介護保険制度改定の今後 

管 洋一郎 

(調整中) 

中林  梓 

京都 

計３時間

奈良県支部 

0742-32-1020 
４月 23 日(木) 

地域包括ケアシステム構築の主役とそ

の役割 
青木 秀彰 奈良 

２時間

島根県支部 

0852-21-5857 
５月１日(金)  

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 
永瀬 隆之 松江 

２時間

広島県支部 

084-921-1422 
５月 14 日(木) 

日本の医療の方向性を法・制度から考え

る 
野口 雄司 

広島 

３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

医療関連サービス振興会 第 219 回

月例セミナー(今後の医療制度をど

のように考えるか？) 

ikss_seminar

@nifty.com 
４月 14 日(火)

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 334 回 例 会 (People-Centered 

Care(PCC)と地域包括ケア) 

reikai334@ 

slcn.ac.jp 

(事前申込要)

４月 25 日(土)
聖路加国際大学 

(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/
５月 16 日(土)

ヒューリックホール 

(東京)
３時間 

日本医療機器学会大会(第 90 回) 

http://www.j

smi.gr.jp/co

nnection/ 

５月 28 日(木)

  ～30 日(土)

パシフィコ横浜 

(横浜)
３時間 

日本歯科医療管理学会総会・学術大

会(第 56 回) 

http://www.m

ed-

gakkai.org/j

dpa56/ 

５月 29 日(金)

  ～31 日(日)

岡山国際交流センター 

(岡山)
３時間 

日本医療・病院管理学会 

第 335回例会(これからの医療経営) 

shunya@iuhw.

ac.jp 

(自由参加) 

５月 30 日(土)
国際医療福祉大学東京事

務所 地下２階  (東京)
２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

日本病院会 医療安全管理者養成講

習会(第 1クール) 

http://www.ho

spital.or.jp/

６月５日(金) 

 ～６日(土) 

ヤマノホール 

(東京)

各クール

３時間 

日本医療情報学会春季学術大会 

(第 19 回) 

http://www.j

ami2015symp.

org/ 

６月 11 日(木)

 ～13 日(土) 

仙台国際センター 

(仙台)
３時間 

日本医療マネジメント学会 学術総

会(第 17 回) 

http://coac.

jp/jhm2015/ 

６月 12 日(金)

 ～13 日(土) 

グランキューブ大阪 

(大阪)
３時間 

日本医療経営学会 夏季セミナー 

(第７回)  
http://www.j

aha.jp/ 
６月 13 日(土)

ベルサール神田 

(東京)
３時間 

日本病院学会(第 65 回) 

(H27 年度研修対象) 

http://www.ho

spital.or.jp/

gakkai.html 

６月 18 日(木)

 ～19 日(金) 

軽井沢プリンスホテルウ

エスト     (長野)
３時間 

日本医療情報学会看護学術大会 

(第 16 回) 

http://www.me

d.shimane-

u.ac.jp/gakka

i/jami-ni-

2015/ 

７月３日(金) 

 ～４日(土) 

島根県民会館 

(島根)
３時間 

国際モダンホスピタルショウ 2015 
http://noma-

hs.jp/hs/2015/

７月 15 日(水)

 ～17 日(金) 

東京ビッグサイト 

(東京)
２時間 

日本在宅医療学会学術集会 

(第 26 回) 

http://jsfhm.o

rg/ 

７月 19 日(日)

 ～20 日(月) 

ホテルメトロポリタン 

(東京)
３時間 

全国有床診療所連絡協議会総会 

(第 28 回) 

http://www.you

showsin.com/ 

７月 25 日(土)

 ～26 日(日) 

水戸プラザホテル 

(水戸)
３時間 

日本人間ドック学会学術大会 
http://convent

ion.jtbcom.co.

jp/56jsnd/ 

７月 30 日(木)

 ～31 日(金) 

パシフィコ横浜 

(横浜)
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 

・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。 


