
平成 29 年５月８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 29 年度 継続研修実施予定（第２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 

実施が承認・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 

新入会員研修

(大阪) ５月 12 日(金) 
CIVI 研修ｾﾝﾀｰ 

新大阪東 
４時間 

受講対象者に 

ご案内済み 

国内視察研修(福島) 
＜受付終了＞

５月 19 日(金) 
(公財)星総合病院 

(郡山) 
３時間 

ご案内済み 
本部継続研修

[本部・支部中継研修] ６月６日(火) 
ホスピタルプラザビル

支部中継会場 
計６時間 

地域研究交流会＊

(福島) ７月１日(土) 
郡山ビューホテル 

アネックス 
５時間 

追って 

ご案内します 集中研修

(東京) 

７月 

12 日(水)～14 日(金) コクヨホール 

(品川) 

各日 

計６時間 ８月 

23 日(水)～25 日(金) 

※ 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.084-923-1918） 

６月 24 日(土)  
地域医療構想にかかる医療機関の延命策 

病院の具体的Ｖ字回復例 

川渕 孝一

伊藤 哲雄

東京 

計 2.5 時間

メディカル・マネジメント・プランニング・グループ 

MMPG 東北会 

022-262-4554
７月７日(金) 

高齢者住宅市場の現状と課題、運営事例等

歯科医院を取り巻く経営環境の変化と今

後の対応方向 

網谷 敏数

木村 泰久
仙台 

計５時間

MMPG 北陸会 

0776-21-5667
７月 18 日(火) 

平成 30 年度診療&介護報酬ダブル改定へ

の対応策 
酒井麻由美

金沢 

４時間

MMPG 本部 

03-6721-9763

９月 11 日(月) 

 ～17 日(日) 
海外視察研修【米国医療事情視察】 川原 丈貴

米国 

20 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） 

５月 29 日(月) 
病院のブランティング戦略におけるﾚｽﾄﾗﾝ

ﾘﾆｭｰｱﾙのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事例 

鈴木 裕臣

竹平 智哉 東京 

各日２時間
６月 12 日(月) 

コンサルタントに役立つコーチングスキ

ル 
須田  稔

日本医療福祉建築協会（TEL.03-3453-9904） 

５月 24 日(水) 国内視察研修【西葛西・井上眼科病院】 竹宮 健司
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 

青森県支部 

0178-43-7051 
５月 12 日(金)

【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 
辻  哲夫

八戸 

２時間

福島県支部 

024-944-9222 
５月 12 日(金)

地域医療連携と病院経営～民間病院の事

例から～ 
竹田  秀

郡山 

1.5 時間

茨城県支部 

029-257-6222 
９月２日(土) 

医療・介護の連携と病医院の経営戦略～

H30 年度同時改定を見据えて～ 
鈴木 邦彦

水戸 

４時間

埼玉県支部 

048-700-4879 
５月 12 日(金)

医療勤務環境改善支援センターの取組み

医療勤務環境改善についての具体的事例

菅野 孝昭

西山 信之

大宮 

計２時間

東京都支部 

03-3855-3414 
５月 15 日(月)

診療報酬・介護報酬の同時改定 

医療勤務環境の諸問題 

柏木 邦彦

眞鍋  一

東京 

計４時間

神奈川県支部 

045-502-1670 
５月 16 日(火)

医療計画及び医療法改正について 

問題職員の対応方法‐近年増加傾向のハ

ラスメントやメンタルヘルスなどの対応

一柳 和美

池田 直子
横浜 

計３時間

新潟県支部 

0258-37-0333 
５月 13 日(土)

【ビデオ】医業経営における医療制度改

革への対応 
伊藤 哲雄

新潟 

２時間

兵庫県支部 

078-991-2147 
５月 11 日(木)

伊那食品工業(株)に見るライフワークバ

ランスと成長企業の実現 
稲田  実

神戸 

２時間

広島県支部 

082-922-4466 
５月 11 日(木)

地域医療について 

医療制度動向を踏まえた医療福祉経営 

東條 環樹

宇田  淳

広島 

計３時間

愛媛県支部 

089-965-0100 
５月 13 日(金)

【ビデオ】医業経営における医療制度改

革への対応 
伊藤 哲雄

松山 

２時間

長崎県支部 

0957-22-2422 
５月８日(月) 

【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 

【ビデオ】これからの病院経営のあり方

辻  哲夫

武久 洋三

長崎 

計４時間

鹿児島県支部 

099-247-5655 
５月 17 日(水)

【ビデオ】福井県済生会病院における、

ひとづくり・仕組みづくり 
登谷 大修

鹿児島 

２時間

沖縄県支部 

098-879-6675 
６月 13 日(火) 入門医業経営指標研修 上仮屋貞美

浦添 

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。 

（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 アドバンストコース(東京) 

http://www.ho

spital.or.jp/

seminar/ 

５月 13 日(土)
日本病院会 ２階会議室

(東京)
３時間 

医療関連サービス振興会 第 237 回

月例セミナー(病院清掃委託事業者

と感染制御チーム)   

http://ikss.

net/ 
５月 16 日(火) 

日比谷コンベンション

ホール 

(東京)

２時間 

日本医療・病院管理学会 第 355 回

例会(医療データ利活用の多様な展

開)＜事前申込要＞ 

http://www.j

sha.gr.jp/ 

からご確認く

ださい 

５月 20 日(土) 

東京大学伊藤国際学術

センター 伊藤謝恩ホー

ル       (東京)

２時間 

全国在宅療養支援診療所連絡会 全

国大会(第 5回) 

※ 第 1 回全国在宅医療医歯薬連合

会 全国大会と同時開催です。 

http://zaitak

uiryo.or.jp/

５月 27 日(土)

 ～28 日(日) 

ステーションコンファ

レンス東京 

(東京)

３時間 

日本医療情報学会 春季学術大会

(第 21 回) 

http://www.ja

mi-symp.info/

６月１日(木) 

 ～３日(土) 

フェニックス・プラザ 

(福井)
３時間 

日本医療経営学会 夏季セミナー

(第 9回) 

http://world-

meeting.co.jp

/jaha/ 

６月 10 日(土)

大阪滋慶学園滋慶医療

科学大学院大学 

(大阪)

３時間 

医療関連サービス振興会 第 238 回

月例セミナー(医療制度改革の動向

と医療機関経営) 

http://ikss.

net/ 
６月 16 日(金) 

日比谷コンベンション

ホール 

(東京)

２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 16 日(金)

 ～17 日(土) 

フクラシア品川クリス

タルスクエア  (東京)

各クール 

３時間 

日本医療機器学会大会(第 92 回) 

http://www.js

mi.gr.jp/conn

ection/ 

６月 29 日(木)

～７月１日(土)

パシフィコ横浜 アネッ

クスホール   (横浜)
３時間 

日本医療情報学会 看護学術大会 

(第 18 回) 

http://www.ja

mi-ni.jp/ 

６月 30 日(金)

～７月１日(土)

かごしま県民交流セン

ター     (鹿児島)
３時間 

全国有床診療所連絡協議会 総会 

(第 30 回) 

http://www.yo

ushowsin.com/

７月１日(土) 

 ～２日(日) 

別府湾ロイヤルホテル 

(大分)
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域福祉の推進と施設整備・人材

戦略) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月７日(金) 

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)

２時間 

日本医療マネジメント学会 学術総

会(第 19 回) 

http://www2.c

onvention.co.

jp/jhm2017/ 

７月７日(金) 

 ～８日(土) 

仙台国際センター 

(仙台)
３時間 

国際モダンホスピタルショウ 2017 
http://noma-

hs.jp/hs/2017/

７月 12 日(水)

 ～14 日(金) 

東京ビッグサイト 

(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 

福祉医療機構の経営セミナー 

(制度改革と社会福祉法人会計にお

ける適切な会計処理) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 14 日(金)

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)

２時間 

日本歯科医療管理学会 総会・学術

総会(第 58 回) 

http://www.or

bit-

cs.net/jsdpa5

8/ 

７月 14 日(金)

 ～16 日(日) 

北九州国際会議場 

(北九州)
３時間 

日本病院学会(第 67回) 

http://www.ho

spital.or.jp/

gakkai.html 

７月 20 日(木)

 ～21 日(金) 

神戸国際会議場・神戸

ポートピアホテル 

(神戸)

３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域福祉の推進と施設整備・人材

戦略) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 26 日(水)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

２時間 

全国介護老人保健施設大会 

(第 28 回) 

http://www.ro

ken2017-

ehime.jp/inde

x.html 

７月 26 日(水)

 ～28 日(金) 

ひめぎんホール、松山

全日空ホテル、他 

(松山)

３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(制度改革と社会福祉法人会計にお

ける適切な会計処理) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

７月 27 日(木)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

２時間 

日本人間ドック学会 学術大会 

(第 58 回) 

http://www.58

jsnd.jp/ 

８月 24 日(木)

 ～25 日(金) 

大宮ソニックシティ 

(さいたま)
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 

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。


