
平成 29 年８月１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５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 

集中研修

(東京) 
８月 

23 日(水)～25 日(金) 

コクヨホール 

(品川) 
各日６時間 

ご案内済み 

本部継続研修＊

[医業経営指標研修

(初級編)](大阪) 
９月９日(土) 新大阪丸ビル別館 ３時間 

地域研究交流会＊

(東京) ９月 15 日(金) ベルサール東京日本橋 ５時間 

本部継続研修

[本部・支部中継研修] ９月 28 日(木) 
ホスピタルプラザビル

支部中継会場 
計６時間 

追って 

ご案内します 地域研究交流会＊

(岐阜) 10 月 11 日(水) 
ホテルグランヴェール

岐山 
５時間 

海外視察研修

(ベトナム) 
10 月 25 日(水) 

  ～29 日(日) 
ベトナム・ハノイ市 12 時間 ご案内済み 

地域研究交流会＊

(神奈川) 10 月 20 日(金) 
横浜ロイヤルパーク 

ホテル 
５時間 

追って 

ご案内します 

本部継続研修＊

[医業経営指標研修

(初級編)](福岡) 
10 月 28 日(土) 

FFB ホール 

福岡ファッションビル
３時間 

本部継続研修＊

[歯科医院経営

基本講座](東京) 
11 月 12 日(日) AP 品川 計６時間 

第 21 回日本医業経営

コンサルタント学会＊

11 月 16 日(木) 

  ～17 日(金) 

ホテルグランヴィア 

広島 

各日 

５時間 
ご案内済み 

地域研究交流会＊

(京都) 12 月４日(月) 
ホテルグランヴィア 

京都 
５時間 

追って 

ご案内します 

＊一般の方にも公開されます。／※ 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

メディカル・マネジメント・プランニング・グループ 

MMPG 九州会 

093-651-5533
８月 19 日(土) 

長崎県が考える地域医療構想(計画) 

新型認定医療法人の概要 

中村 直輝

堤  健治

長崎 

計３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】 

＜受付終了＞
川原 丈貴

米国 

20 時間

10 月４日(水) 

これからの地域医療における病院経営の

あり方 

平成 30 年度診療＆介護報酬ダブル改定へ

の対応策 

武久 洋三

中林  梓

高知 

計３時間

ＴＫＣ医業・会計システム研究会（TEL.03-3266-9227） 

８月 24 日(木) 

地域包括ケアの実現に向けたかかりつけ

薬剤師・薬局の役割 

サービス付き高齢者住宅の開設・運営と地

域包括ケアにおける役割 

漆畑  稔

小早川 仁

福岡 

計５時間

８月 25 日(金) 

地域包括ケアの実現に向けた 

・現状と今後の課題 

・訪問看護の役割 

・病院の経営戦略 

尾形 裕也

棚橋さつき

飯田 達能

福岡 

計 7.5 時間

９月７日(木) 

地域包括ケアの実現に向けた現状と今後

の課題 

サービス付き高齢者住宅の開設・運営と地

域包括ケアにおける役割 

尾形 裕也

小早川 仁

東京 

計５時間

９月８日(金) 

地域包括ケアの実現に向けた 

・病院の経営戦略 

・訪問看護の役割 

・かかりつけ薬剤師・薬局の役割 

安藤 高朗

棚橋さつき

漆畑  稔

東京 

計 7.5 時間

９月 14 日(木) 

地域包括ケアの実現に向けた訪問看護の

役割 

サービス付き高齢者住宅の開設・運営と地

域包括ケアにおける役割 

棚橋さつき

小早川 仁

東京 

計５時間

９月 15 日(金) 

地域包括ケアの実現に向けた 

・病院の経営戦略 

・かかりつけ薬剤師・薬局の役割 

・現状と今後の課題 

安藤 高朗

漆畑  稔

尾形 裕也

東京 

計 7.5 時間

９月 21 日(木) 

地域包括ケアの実現に向けた訪問看護の

役割 

サービス付き高齢者住宅の開設・運営と地

域包括ケアにおける役割 

棚橋さつき

小早川 仁

大阪 

計５時間

９月 22 日(金) 

地域包括ケアの実現に向けた 

・現状と今後の課題 

・かかりつけ薬剤師・薬局の役割 

・病院の経営戦略 

尾形 裕也

漆畑  稔

飯田 達能

大阪 

計 7.5 時間

ＩＴＥＣ病院運営研究会（TEL.03-6860-5460） 

８月７日(月) 
人事コンサルティングに役立つ医療機関

におけるマイナンバー対策 
石橋 賢治

東京 

各日２時間
９月 25 日(月) 

『いま』・『これから』の病院建築へのアプ

ローチ 
北川 正仁



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 

※秋田県支部、

岩手県支部との

合同研修 

９月 23 日(土)

短命県返上に向けた地域医療の充実を目

指して 

短命県返上の鍵は女性が握っている 

地域医療の充実は私たち自身の健康から

奈須下 淳

対馬ルリ子

加藤 節司

八戸 

計３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

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 

９月 11 日(月)

～平成 30年 

２月 19 日(月)

Ｃコース【医業承継：個人医師、医療法

人制度、医療法人、持分なし医療法人

化、認定医療法人制度、他】 

田中  仁

各コースとも 

東京 

各回 2時間×5回

＝計 10 時間

９月 25 日(月)

～平成 30年 

２月 26 日(月)

Ｂコース【首都圏での中小病院の現状と

今後：傾向や動向、感染制御・病院保

険、透析医療・治験・医療監視、DPC、

医療の専門特化、他】 

吉崎  隆

10 月 26 日(木)

～平成 30年 

２月 22 日(木)

Ｄコース【ケースで考える診療所の経営

課題：開業、継承、広報、労務、財務】
白木 秀典

10 月 27 日(金)

～平成 30年 

２月 23 日(金)

Ｅコース【医療機関におけるコンプライ

アンス：個人情報、医療事故後の情報開

示、労災保険、雇用保険と企業年金】 

高須 和之

11 月６日(月) 

～平成 30年 

３月５日(月) 

Ａコース【診療報酬と病院経営コンサル

ティングの基礎：仕組み、経営分析、病

棟戦略の予実績管理、他】 

畑山 宏大

11 月７日(火) 

～平成 30年 

３月６日(火) 

Ｆコース【コーチング手法の習得による

コンサルティング力の強化：ティーチン

グ技術の習得、コーチング技術の習得】

須田  稔

神奈川県支部 

045-502-1670 
８月 23 日(水)

在宅医療に於ける訪問看護の役割 

医療過誤の裁判事例から、医療機関で備

えるべきことや対応策 

小濱智代子

内嶋 順一
横浜 

計３時間

新潟県支部 

0258-37-0333 
９月２日(土) 

新潟県地域医療構想、今後の診療報酬介

護報酬制度の行方 
山﨑  理

新潟 

３時間

石川県支部 

076-252-0162 
８月 12 日(土)

石川県における地域医療構想 

地域医療構想及び平成 30年診療報酬改

定動向 

DPC コーディング(①データ提出注意事項

②DPC コーディングについて③グループ

ディスカッションと発表) 

木村 慎吾

藤森 研司

金沢 

計 2.5 時間

長野県支部 

0266-52-3712 

10 月４日(水) 
歯科医院の存続発展に寄与するコンサル

視点 
永山 正人

松本 

各日計５時間

10 月５日(木) 
病院施設計画と建設コストの動向 

医療制度改革の動向と病院経営の影響 

森原  緑

八田 正人

10 月６日(金) 

医療福祉経営における人事労務管理のポ

イント 

診療所が取り組んだ多職種連携 

壁谷 裕路

澁谷 辰吉

愛知県支部 

052-589-2301 
12 月 14 日(木)

平成 30 年度診療報酬改定について 

医療機関における平成 29年度税制改正

の影響 

細谷 邦夫

青木 惠一
名古屋 

計５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 
９月 14 日(木)

【ビデオ】医業経営における医療制度改

革への対応－医療機関の改善事例－ 
伊藤 哲雄

京都 

２時間

大阪府支部 

06-6868-1165 
８月 29 日(火)

病院ブランドを高める看護組織のつくり方

医業における国際政策の現状および国際

業務への進出 

高齢者住宅市場の現状と課題、運営事例

永瀬 隆之

尊田 京子

網谷 敏数

大阪 

計６時間

鳥取県支部 

0859-24-0306 
９月 13 日(水)

第 7 次医療法改正及び医療法人の今後に

ついて 
青木 惠一

米子 

３時間

広島県支部 

082-922-4466 
９月６日(水) 

【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 

2018 年医療・介護報酬同時改定を見据え

た医療機関の対応策 

辻  哲夫

酒井麻由美

広島 

計４時間

福岡県支部 

092-409-9451 

(月・水・金) 

９月８日(金) 

もうすぐ 20 万床の病床がなくなる 

橋本市民病院の経営改革～自治体病院の

新しい経営改革モデル～ 

武久 洋三

豊岡  宏
福岡 

計５時間

宮崎県支部 

0985-23-2301 
10 月７日(土) 

医業機関の経営改善‐クリニック及び中

小病院‐

勤務環境改善についての取組み(宮崎県)

医療機関の事業承継について－クリニッ

ク及び中小病院－ 

佐久間賢一

櫻井 裕子

青木 惠一

宮崎 

計 4.5 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 

日本人間ドック学会 学術大会 

(第 58 回) 

http://www.5

8jsnd.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 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域コミュニティで支え合うため

の障害福祉サービスとは) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

８月 25 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

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(名古屋) 

http://www.h

ospital.or.j

p/seminar/ 

８月 26 日(土)

WINC あいち 愛知県産

業労働センター 

(名古屋)

３時間 

医療経済学会 研究大会 

(第 12 回) 

http://www.i

hep.jp/jhea/

convention/ 

９月２日(土) 

慶應義塾大学 日吉キャ

ンパス 

(横浜)

３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域コミュニティで支え合うため

の障害福祉サービスとは) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

(ｷｬﾝｾﾙ待ち) 

９月８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 2クール) 

http://www.ho

spital.or.jp/

(受付終了) 

９月８日(金) 

 ～９日(土) 

ベルサール神保町アネ

ックス     (東京)

各クール 

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 

全日本病院学会 

(第 59 回) 

http://ajha59

ishikawa.jp/

９月９日(土) 

 ～10 日(日) 

石川県立音楽堂/ホテル

日航金沢、他  (金沢)
３時間 

医療関連サービス振興会 第 240 回

月例セミナー(医療保険と医療提供

体制の改革の方向性～独との比較) 

http://ikss.

net/ 
９月 13 日(水) 

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 学術総会 

(第 55 回) 

http://www.js

ha.gr.jp/ 

９月 17 日(日)

 ～18 日(月) 

昭和大学 旗の台キャン

パス      (東京)
３時間 

日本在宅医療学会 学術集会 

(第 28 回) 

http://www.g

akkai.co.jp/

jshm28/ 

９月 17 日(日)

 ～18 日(月) 

京王プラザホテル 

(東京)
３時間 

全国国保地域医療学会 

(第 57 回) 

http://www.k

okushinkyo.o

r.jp/index/s

ociety/tabid

/58/Default.

aspx 

９月 20 日(水)

 ～21 日(木) 

ホテルメルパルク東京 

(東京)
３時間 

日本診療情報管理学会 学術大会 

(第 43 回) 

http://jhim4

3.umin.jp/ 

９月 21 日(木)

 ～22 日(金) 

札幌コンベンションセ

ンター     (札幌)
３時間 

日本医療・病院管理学会 第 358 回

例会(医療・福祉建築研究会(病院建

築チェックリスト)の成果報告) 

http://www.j

sha.gr.jp/ 

からご確認く

ださい 
＜事前登録要＞

９月 30 日(土)

工学院大学新宿キャン

パス Ａ615 教室 

(東京)

２時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域医療構想と次期報酬改定を見

据えたこれからの急性期医療) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

10 月６日(金) 

全社協・灘尾ホール(新

霞が関ビル LB階) 

(東京)

２時間 

日本精神科医学会 学術大会 

(第 6回) 

http://www.c

onvention-

w.jp/japh6/ 

10 月 12 日(木)

 ～13 日(金) 

広島国際会議場 

(広島)
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域医療構想と次期報酬改定を見

据えたこれからの急性期医療) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

10 月 13 日(金)

オーバルホール(毎日新

聞ビル B1階) 

(大阪)

２時間 

全国自治体病院学会 

(第 56 回) 

http://www2.c-

linkage.co.jp/5

6jmha/ 

10 月 19 日(木)

 ～20 日(金) 

幕張メッセ 

(千葉)
３時間 

日本救急医学会 総会・学術集会 

(第 45 回) 

http://www2.

convention.c

o.jp/45jaam/

top.html 

10 月 24 日(火)

 ～26 日(木) 

リーガロイヤルホテル

大阪・大阪国際会議場 

(大阪)

３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(特養に求められる機能と不足する

介護人材へのアプローチ) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

10 月 27 日(金)
会場未発表 

(東京)
２時間 

日本医療バランスト・スコアカード

研究学会 学術総会(第 15 回) 

http://www.isc.

senshu-

u.ac.jp/~thc072

4/index.html 

10 月 28 日(土)

専修大学神田キャンパ

ス 

(東京)

３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(特養に求められる機能と不足する

介護人材へのアプローチ) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

11 月２日(木) 
会場未発表 

(大阪)
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 

日本精神科救急学会 学術総会 

(第 25 回) 

http://www.j

aep.jp/ 

11 月２日(木) 

 ～３日(金) 

金沢市文化ホール、他 

(金沢)
３時間 

福祉医療機構の経営セミナー 

(機能性を高め、在宅復帰をサポー

トする老健の役割) 

03-3438-9932

(福祉医療機

構の HP から)

11 月 10 日(金)
会場未発表 

(東京)
２時間 

国立病院総合医学会(第 71 回) 

http://www2.

convention.c

o.jp/71nms/ 

11 月 10 日(金)

 ～11 日(土) 

サンポートホール高

松、他     (高松)
３時間 

日本医療経営学会 学術集会・総会 

(第 16 回) 

http://world-

meeting.co.jp

/jaha2017/ 

11 月 11 日(土)
ソラシティカンファレ

ンスセンター  (東京)
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(大阪) 

http://www.h

ospital.or.j

p/seminar/ 

11 月 11 日(土)
CIVI 北梅田研修センタ

ー       (大阪)
３時間 

日本医療法人協会 全国医療法人経

営セミナー(第 32 回) 

http://ajhc.

or.jp/info/s

eminer.htm 

11 月 18 日(土)
ホテルグランヴィア岡

山       (岡山)
３時間 

医療情報学連合大会(第 37 回)／日

本医療情報学会学術大会(第 18 回) 

http://jcmi2

017.jp/ 

11 月 20 日(月)

 ～23 日(木) 

グランキューブ大阪 

(大阪)
３時間 

HOPEX JAPAN 2017 

http://www.j

ma.or.jp/hos

pex/ 

11 月 20 日(月)

 ～22 日(水) 

東京ビッグサイト 

東４～６ホール (東京)
２時間 

日本医療福祉設備学会(第 46 回) 

http://heaj.o

rg/gakkai/201

7/index.html

11 月 21 日(火)

 ～22 日(水) 

東京ビッグサイト 

会議棟 

(東京)

３時間 

医療の質・安全学会 学術集会 

(第 12 回) 

http://www2.c

onvention.co.

jp/12jsqsh/ 

11 月 25 日(土)

 ～26 日(日) 

幕張メッセ 

(千葉)
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。


