
平成 28 年 10 月 11 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 永山正人 
 

平成 28 年度 継続研修実施予定（第７回概要報）のご案内 

  
当案内に関する問合先：事務局 事業部事業第二課 

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 事業部 ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5275-6996） 

研修名 開催日 予定会場 履修時間 備 考 

本部継続研修 
[医業経営指標研修]＊ 
(東京、大阪) 

10 月 13 日(木) 

CIVI 研修ｾﾝﾀｰ秋葉原

(電気街口)(東京) 
各４時間 

案内済み 

CIVI 北梅田研修ｾﾝﾀｰ

(大阪) 

医業経営セミナー＊ 
(宮城)  

10 月 15 日(土) 
ホテル仙台 

ガーデンパレス(仙台)
４時間 

地域包括ケア研修会＊ 
(北海道)  

10 月 19 日(水) 
TKP 札幌ビジネス 

赤れんが前(札幌) 
３時間 

地域研究交流会＊ 
(山口)  

10 月 20 日(木) 
山口グランドホテル 

(山口) 
５時間 

本部継続研修 
[本部・支部中継研修] 

10 月 25 日(火) 
ホスピタルプラザビル

支部中継会場 
計６時間 

HOSPEX Japan 2016 

医業経営セミナー＊ 
10 月 26 日(水) 

   28 日(金) 

東京ビッグサイト 

(東京) 

２時間(いずれ

か２日のうち１

回認定。展示会

参加の２時間と

は別) 

機関誌 JAHMC 

10 月号に 

案内同封 

本部継続研修 
[医業経営指標研修]＊ 
(長野、広島) 

10 月 29 日(土) 

JA 長野県ビル(長野)

各４時間 

案内済み 

広島 YMCA 国際文化セ

ンター(広島) 

地域包括ケア研修会＊ 
(宮城)  

11 月２日(水) 
TKP ガーデンシティ 

PREMIUM 仙台東口 
３時間 

本部継続研修 
[サードステージ] 
(東京) 

11 月３日(木) 

 ～５日(土) 

ホスピタルプラザビル

５階 

20 時間 

(修了ﾚﾎﾟｰﾄ提

出でさらに 

10 時間加算) 

地域研究交流会＊ 
(静岡) 

11 月 10 日(木) 
ホテルセンチュリー 

静岡 
５時間 

＊ 一般の方にも公開します。 ※ ホスピタルプラザビル：本部事務局所在ビル(東京) 
 



（問合せ先 事業部 ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5275-6996） 
研修名 開催日 予定会場 履修時間 備 考 

国内視察研修 
(石川) 

11 月 11 日(金) 
医療法人社団和楽仁 

芳珠記念病院(能美) 
４時間 

案内済み 

地域研究交流会＊ 
(福岡) 

11 月 12 日(土) 
TKP 博多駅前 

シティセンター 
５時間 

本部継続研修 
[医業経営指標研修]＊ 
(香川) 

11 月 12 日(土) 
高松センタービル 

(高松) 
４時間 

地域研究交流会＊ 
(兵庫) 

11 月 13 日(日) 
ザマーカススクエア 

神戸 
５時間 

地域包括ケア研修会 
(石川)＊ 

11 月 16 日(水) 
TKP 金沢ビジネスセン

ター(金沢) 
３時間 

集中研修 
(大阪) 

11 月 16 日(水) 

  ～18 日(金) 

新大阪ブリックビル 

(大阪) 

各日 

計６時間 

本部継続研修 
[医業経営指標研修]＊ 
(愛知) 

11 月 26 日(土) 
Imy ホール会議室 

(名古屋) 
４時間 

地域包括ケア研修会 
(岡山)＊ 

11 月 30 日(水) TKP 岡山会議室 ３時間 

新入会員研修 
(東京) 

12 月５日(月) 
ホスピタルプラザビル

２階 
４時間 

受講対象者に 

案内済み 

地域包括ケア研修会＊ 
(大阪) 

12 月７日(水) 
CIVI 北梅田研修 

センター(大阪) 
3.5 時間 

追って 

ご案内します 

＊ 一般の方にも公開します。 ※ 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） 

11 月 25 日(金) 

地域医療構想が病医院に与える影響～医

療行政の風を読む 

H28年度診療報酬改定が病医院に及ぼす重

要な影響 

川渕 孝一 

 

伊藤 哲雄 

東京 

3.5 時間

メディカル・マネジメント・プランニング・グループ 

MMPG 本部 

03-5537-3411 
10 月 20 日(木) 

医療経済フォーラム・ジャパン 

第 15 回公開シンポジウム 

「日本経済と医療保障財源」 

西村 周三 

水野  肇 

田村 憲久 

岡本 充功 

秋野 公造 

河野 正美 

東京 

3.5 時間

MMPG 東京会 

043-202-1608 
11 月 12 日(土) 

医療・介護・福祉のトピックス(税制改正

を含む) 

医療法改正を活かした医療法人の相続・事

業承継対策と税務ポイント 

川原 丈貴 

 

青木 惠一 

 

東京 

計４時間

MMPG 九州会 

093-651-5533 
11 月 19 日(土) 改正社会福祉法について 戎井 重樹 

熊本 

2.5 時間

ＪＰＢＭ医業経営部会（TEL.03-3253-4711） 

11 月８日(火) 
医療法人制度改正とその実務対応 

医療法人の定款改正、その他の作成実務 

松田紘一郎 

原子 修司 

東京 

計３時間

  



（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

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5460） 

10 月 24 日(月) 
小規模病院の将来構想策定のための分析・

検討方法 
渡邊安希久 

東京 

各日２時間
11 月１日(火) Healthcare Trends in the United States 

Andy T. 

 Ninomiya 

日本医療福祉建築協会（TEL.03-3453-9904） 

11 月 18 日(金) 

国内視察研修【B’s行善寺】 

石井  敏 

白山 

２時間

国内視察研修【Share 金沢】 
金沢 

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５日(土) 

ビデオ・診療報酬改定後の影響[診療所]

ビデオ・H28 年度診療報酬改定の影響と

次回同時改定を見据えた経営戦略 

細谷 邦夫 

中林  梓 

 

札幌 

計４時間

茨城県支部 

029-257-6222 
10 月 13 日(木) 

2016 年度診療報酬改定の影響分析と経営

戦略 
鈴木 邦彦 

水戸 

４時間

埼玉県支部 

048-779-8891 
10 月 13 日(木) 

『訪問看護師の小児在宅支援と多職種

連携』～訪問看護の現場と多職種連携 

『小児の高度医療を支える在宅医療』～

高度医療から在宅医療へ 

大沢 岸子 

 

花田 良二 

 

大宮 

計４時間

東京都支部 

03-3855-3414 

 

※右記研修は、

いずれも期間内

で５回ｼﾘｰｽﾞの

研修。途中から

の参加不可 

10 月 20 日(木) 

～平成 29 年 

２月 17 日(金) 

Ｂコース【ケースで考える、地域包括ｹｱ

時代の診療所の経営：診療所の在宅医

療、大型化と分院展開、増患ｾｵﾘｰ、労務

問題、他】 

白木 秀典 

各コースとも 

東京 

各回２時間×５回

＝計 10 時間

10 月 28 日(金) 

～平成 29 年 

２月 24 日(金) 

Ｃコース【最高裁判例事案を素材に医療

問題を考える：輸血拒否事件、認知症患

者の監督義務者の責任事件、麻酔剤によ

る少年死亡事件、開業制限、他】 

高須 和之 

10 月 24 日(月) 

～平成 29 年 

２月 20 日(月) 

Ｄコース【首都圏での中小病院の現状と

今後：動向、感染制御と病院保険、専門

特化、透析医療や治験、DPC、他】 

吉崎  隆 

新潟県支部 

0258-37-0333 

10 月 29 日(土) 

医療機関の事業承継 

ビデオ・医療法人制度改革と医療法人の

事業承継 

寺田 孝英 

青木 惠一 

 

新潟 

計５時間

11 月５日(土) 

医療・介護の業務改善のヒント 

2018 年医療・介護のダブル改定に向けた

準備と対策 

鈴木 竹仁 

酒井麻由美 

 

新潟 

計３時間

11 月 19 日(土) 
医療機関における事業継承 

診療所 事業継承のすべて 

小松 大介 

田村 弘道 

新潟 

計６時間

12 月３日(土) 
介護保険に依存しないシニアビジネス成

功の秘訣 
村田 裕之 

新潟 

３時間

富山県支部 

076-452-2555 
11 月８日(火) 

【国内視察研修】社会福祉法人 射水万

葉会 
施設関係者 

射水 

1.5 時間

2025 年に向けた病院運営～雇用の質と確

保対策からの病院経営～ 
杉原 博司 

富山 

３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 

岐阜県支部 

058-253-5411 
11 月 12 日(土) 

ビデオ・福井県済生会病院の人づくり・

仕組みづくり 

ビデオ・H28 年度診療報酬改定の影響と

次回同時改定を見据えた経営戦略 

登谷 大修 

 

中林  梓 

 

岐阜 

計４時間

長野県支部 

0266-52-3712 

11 月７日(月) 

歯科市場のパラダイム・シフト 

医療・介護業界の労務トラブルと予防・

解決策について 

中谷 泰志 

森山 幸一 

 

松本 

各日５時間

11 月８日(火) 
平成 30 年のダブル改定を見据えた医

療・介護の今後 
伊藤 哲雄 

11 月９日(水) 

在宅療養支援診療所と訪問看護ステーシ

ョンの経営 

中小病院・ｸﾘﾆｯｸ・介護施設にとっての

地域包括ケアの取組、複合経営 

白木 秀典 

三重県支部 

0594-23-2448 
11 月 26 日(土) 医療機関の増収・増患実践事例 佐久間賢一 

桑名 

２時間

京都府支部 

075-344-5151 
11 月９日(水) 

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 
酒井麻由美 

京都 

２時間

徳島県支部 

088-653-1717 
10 月 20 日(木) 

2018 年医療介護報酬同時改定について 

これがだれでも出来る集患ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ５ 

藤井 幹雄 

永井 孝英 

徳島 

計３時間

長崎県支部 

0957-22-2422 
11 月８日(火) 

ビデオ・地域包括ケアのカギを握る訪問

看護ステーション 

ビデオ・地域医療構想と医療機関の経営

戦略 

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 

服部万里子 

 

尾形 裕也 

 

酒井麻由美 

 

長崎 

計６時間

大分県支部 

0977-85-5151 
11 月 19 日(土) 

ビデオ・地域包括ケアシステムとこれか

らの病医院経営 → 変更「ビデオ・地域

包括ケアシステムの構築の到達点と今後

の課題・展望」 

職員満足度調査における新たな分析手法

の導入 

長谷川 均 

→ 辻 哲夫 

 

衛藤 恭男 

 

大分 

計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。 

・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 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域医療構想・地域連携における

一般病院の経営戦略について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

10 月 14 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1 階) 

(大阪)

２時間 

日本医療バランスト・スコアカード

研究学会(第 14 回) 

http://www.hbs

c.jp/society/0

1_meeting.html

10 月 15 日(土)

東京国際交流館プラザ

平成 

(東京)

３時間 

日本病院・管理学会 第 348 回例会 

(医療事故調査制度について) 

health@med.toh

o-u.ac.jp 
10 月 15 日(土)

東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大森

病院 5号館地下 1階 

臨床講堂    (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 

全国自治体病院学会(第 55 回) 

http://www2.

convention.c

o.jp/55jmha/

10 月 20 日(木)

  ～21 日(金)

富山県民会館・富山第

一ホテル 

(富山)

３時間 

日本医療福祉設備学会(第 45 回) 

http://heaj.

org/gakkai/2

016/ 

10 月 26 日(水)

  ～27 日(木)

東京ビッグサイト 

会議棟     (東京)
３時間 

HOSPEX Japan 2016 

http://www.j

ma.or.jp/hos

pex/ja/top/i

ryou.html 

10 月 26 日(水)

  ～28 日(金)

東京ビッグサイト 

西 1・2ホール 

(東京)

２時間 

リハビリテーション・ケア合同研究

大会 茨城 2016 

※今年度の履修認定学会です。 

http://www.re

hakyoh.jp/con

ference.html

10 月 27 日(木)

  ～29 日(土)

つくば国際会議場 

(茨城)
３時間 

日本医療経営学会学術集会・総会 

(第 15 回) 

http://world-

meeting.co.jp

/jaha2016/ 

11 月５日(土) 
東京女子医科大学弥生

記念講堂    (東京)
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(多様化するニーズと老健経営のあ

り方について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

11 月 11 日(金)

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB 階) 

(東京)

２時間 

国立病院総合医学会(第 70 回) 

https://www.

congre.co.jp

/nms70/ 

11 月 11 日(金)

  ～12 日(土)

沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ、他 

(宜野湾)
３時間 

日本医療法人協会 

全国医療法人経営セミナー 

※9/15 案内済み。当協会会員は会員

価格の参加費。申込時に当協会会員

であることを明記のこと。 

http://ajhc.

or.jp/info/s

eminer.htm#2

0161112 

11 月 12 日(土)

ホテルグランヴィア京

都 

(京都)

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 12 日(土)

CIVI 北梅田研修ｾﾝﾀｰ 

(大阪)
３時間 

日本精神科医学会学術大会 

(第５回) 

http://www.co

ngre.co.jp/ja

ph5/ 

11 月 16 日(水)

  ～17 日(木)

仙台国際センター 

(仙台)
３時間 

医療関連サービス振興会 第 233 回

月例セミナー(食中毒の予防策と危

機管理)   

http://ikss.

net/ 
11 月 17 日(木)

日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(東京)
２時間 

日本救急医学会総会・学術集会 

(第 44 回) 

http://www2.c

onvention.co.

jp/44jaam/ind

ex.html 

11 月 17 日(木)

  ～19 日(土)

グランドプリンスホテ

ル新高輪・国際館パミ

ール      (東京)

３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(将来を見据えた特養経営と人材戦

略について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

11 月 18 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1 階) 

(大阪)

２時間 

医療の質・安全学会学術集会 

(第 11 回) 

http://www2.c

onvention.co.

jp/11jsqsh/ 

11 月 19 日(土)

  ～20 日(日)

幕張メッセ国際会議場 

(千葉)
３時間 

医療情報学連合大会 

(第 36 回) 

http://36th.

jcmi.jp/ 

11 月 21 日(月)

  ～24 日(木)

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 17 回) 

http://jscp1

7.umin.jp/ 

11 月 25 日(金)

  ～26 日(土)

石川県立音楽堂、ホテ

ル日航金沢   (金沢)
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 

(将来を見据えた特養経営と人材戦

略について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

11 月 25 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２日(金) 

  ～３日(土)

ヤマノホール 

(東京)

各クール 

３時間 

日本病院・管理学会 第 349 回例会 

(ストレスチェックと病院の対応) 
未発表 12 月５日(土) 

慶應義塾大学 信濃町ｷｬ

ﾝﾊﾟｽ 第 2 校舎講堂 

(東京)

２時間 

日本病院・管理学会 第 350 回例会 

(医療従事者教育における倫理教

育) 

未発表 12 月 17 日(土)

横浜市立大学 福浦ｷｬﾝ

ﾊﾟｽ 看護教育研究棟205

(横浜)

２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(軽費・養護老人ホームの地域にお

ける役割について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

平成 29 年 

１月 12 日(木)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1 階) 

(大阪)

２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(保育制度と人材戦略について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

平成 29 年 

１月 13 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1 階) 

(大阪)

２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(保育制度と人材戦略について) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

平成 29 年 

１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 

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 

日本病院会(ホスピタル

プラザビル)２Ｆ(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。 


