
平成 23 年 10 月 11 日 

 
会 員 各 位 
 

                          (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 

ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5822-6996 

                           

平成 23 年度 継続研修実施予定（第 7回概要報）のご案内 

 

 継続研修が下記のとおり実施される予定となっておりますので、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が、受講希望の方は、準備の都合等ありますので、事前に

主催者までお問合せください。講義内容等の詳細は、各主催者までお問合せください。 
 

記 

１． 協会主催 （問合せ先 事業第一課 ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996/TEL:03-5822-6996）  

研修名 開催日 履修時間 開催地 備 考 

継続研修 10 月 14 日(金) 

10 月 27 日(木) 
各日６時間 協会研修室 案内済 

新入会員研修 
(H23.4迄の認定登録者

で未受講の方が対象) 

10 月 21 日(金) ４時間 協会研修室 
案内済 

(対象者のみ) 

継続研修（情報化）★ 11 月 2 日(水) ６時間 

協会研修室 

本部・支部中継

研修を実施 

案内済 

集中研修（大阪会場） 11 月 17 日(木)～19 日(土) 各日６時間 
新大阪ﾌﾞﾘｯｸﾋﾞﾙ 

会議室 
おって案内します 

継続研修 11 月 25 日(金) ６時間 協会研修室 おって案内します 

※個人研修用の教材は、協会ホームページの会員専用ページからお申込ください。 

 

 

２． 継続研修委託団体主催 

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 

03-6272-6297 
10月30日(日) 

病医院の具体的・効果的な増

益のやり方は 
山林良夫 東京・４時間 

メディカル･マネジメント･

プランニング･グループ 
03-5537-3411 

10月15日(土) 

10月20日(木) 

10月21日(金) 

10月29日(土) 

11 月 5 日(土) 

11月12日(土) 

医療法人の現状と承継税務 

増患・自費率向上対策 

医療機関経営難の時代、他 

これからの医療政策と財源 

回復期リハ病棟の戦略、他 

地域医療介護ネットワーク 

青木惠一 

中野善夫 

大石佳能子、森紀男 

鴨下一郎、水野肇他 

石川誠、小山邦彦 

村上佳子 

佐賀・３時間 

石川・３時間 

仙台・５時間 

東京・４時間 

大阪・６時間 

長崎・３時間 

ITEC 病院運営研究会 

03-6222-4979 

10月31日(月) 

 

11月28日(月) 

 

病院機能評価からみた病院

運営・施設整備 

病院内運営システム構築手

法と検討時期 

鈴木裕臣 

 

鈴木久之 

 

東京・２時間 

 

東京・２時間 

 

日本医療福祉建築協会 

03-3453-9904 
11 月 2 日(水) 施設見学【山田赤十字病院】 糸山 剛 

伊勢 

2.5 時間

 



 

３．支部主催  

主催者・問合先 開催日 主な研修内容 講 師 開催地・時間 

岩手県支部 

019-635-3155 
11 月 11 日(金) 院内感染をめぐる医療訴訟 中村  隆 

盛岡 

３時間

東京都支部 

03-5691-1750 

10 月 28 日(金) 

～2 月 24 日(金) 

各 5 回シリーズ研修（途中参加不可）

Ｃｺｰｽ(コンサルティングにおける法

的リスクと対策等) 

高須 和之 

東京 

各日２時間×５回 

計 10 時間

神奈川県支部 

045-503-2841 
10 月 20 日(木) 

施設見学【医療法人社団相和会渕野辺

総合病院】 
阿部 賢治 

相模原 

３時間

新潟県支部 

0256-98-2301 

10 月 29 日(土) 

 

11 月 12 日(土) 

11 月 15 日(火) 

 

 

11 月 19 日(土) 

2012 年度診療報酬・介護報酬改定と

医業経営に及ぼす影響、他 

医療法人の設立・承継等と税務対策 

調剤薬局の現状と経営課題 

ビデオ・在宅医療と調剤薬局 

ビデオ・医療の質評価へ向けて 

計数を中心とした病院の問題点・対策

細谷 邦夫 

服部万里子 

青木 惠一 

杉本 俊夫 

狭間 研至 

盛  宮喜

齋藤 勝美 

新潟 

    ５時間

新潟    ６時間

新潟 

 

      ５時間

新潟    ６時間

富山県支部 

0766-91-1700 
10 月 12 日(水) 社会福祉法人の新改定基準について 中村  厚 

富山 

２時間

長野県支部 

0268-71-0125 

11 月 1 日(火) 

11 月 2 日(水) 

11 月 4 日(金) 

医療法人の事業承継、Ｍ＆Ａ 

病医院のスタッフ教育の進め方 

診療所における介護事業展開 

青木 惠一 

佐藤 茂則 

藤本 秀明 

長野 

各日５時間

愛知県支部 

052-683-9105 
10 月 21 日(金) 

施設見学 

【名古屋市立西部医療センター】 
六谷 秀生 

名古屋 

２時間

広島県支部 

084-921-1422 
10 月 20 日(木) 

これからの医療・介護政策の行方 

病院マネジメントコーチング 

梶原  優 

畑埜 義雄 

広島 

３時間

愛媛県支部 

0898-64-3900 
11 月 12 日(土) 

公益性の高い医療法人への移行・非課

税要件のポイント、他 
松田紘一郎 

松山 

２時間

福岡県支部 

092-731-6001 
11 月 11 日(金) 

終末期医療と今後の病医院経営 

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑと高齢者住宅１ 

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑと高齢者住宅２ 

高橋  泰 

馬場園 明 

窪田 昌行 

福岡 

６時間

沖縄県支部 

098-879-6675 

10 月 19 日(水) 

11 月 22 日(火) 

電子カルテとオーダリング同時導入 

改定直前予想！傾向と予測 

石川  久 

工藤  高 

浦添    ２時間

南風原   ２時間

 
 
４．継続研修履修認定学会等 

催事名 問合先 開催日 履修時間 開催場所 

日本救急医学学会総会・学術集会 03-5805-5261 
10 月 18 日(火)

～20 日(木)
３時間 

新宿京王プラザホテル 他

(東京)

全国自治体病院学会 03-3508-1214 
10 月 19 日(水)

～20 日(木)
３時間 

東京国際フォーラム 

(東京)

日本精神科救急学会総会 0985-24-5678 
10 月 21 日(金)

～22 日(土) 
３時間 

ｼｰｶﾞｲﾔｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

(宮崎)

全国医療法人経営セミナー 03-3234-2438 10 月 22 日(土) ３時間 
宮崎観光ホテル 

(宮崎)

日本医療・病院管理学会 例会 

(広域災害に備えるﾐﾆﾏﾑﾃﾞｰﾀｾｯﾄ) 

03-3515-6475 

jsha298@gmail.com
10 月 22 日(土) ２時間 

広島大学病院大会議室 

(広島)

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域医療連携に向けた在宅療養) 
03-3438-9932 10 月 25 日(火) ２時間 

全社協・灘尾ホール 

(東京)

全日本病院学会 098-868-2468 
10 月 29 日(土)

～30 日(日)
３時間 

沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 他 

(沖縄)

 



 
催事名 問合先 開催日 履修時間 開催場所 

日本医療・病院管理学会 例会 

(病院マネジメントの可視化) 

03-3515-6475 

jsha298@gmail.com
11 月 6 日(日) ２時間 

東京医科歯科大学 M&D ﾀﾜｰ

(東京)

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの中の経営） 
03-3438-9932 11 月 8 日(火) ２時間 

全社協・灘尾ホール 

(東京)

医療関連ｻｰﾋﾞｽ振興会の月例ｾﾐﾅｰ 

(改正介護保険法と高齢者住宅) 
03-3238-1861 11 月 9 日(水) ２時間 

がん研究振興財団 国際研

究交流会館   (東京) 

日本医療福祉設備学会 03-3812-0257 
11 月 9 日(水) 

 ～10 日(木) 
３時間 

東京ビッグサイト 

(東京)

ＨＯＳＰＥＸ ＪＡＰＡＮ 03-3434-1377 
11 月 9 日(水) 

 ～11 日(金) 
２時間 

東京ビッグサイト 

(東京)

全国国保地域医療学会 088-820-8425 
11 月 11 日（金）

  ～12日（土）
３時間 

高知市文化プラザかるぽ

ーと      (高知) 

福祉医療機構の経営セミナー 

(地域包括ｹｱに向けた特養経営) 
03-3438-9932 

11 月 18 日(金)

11 月 30 日(水)
各２時間 

オーバルホール (大阪) 

ベルサール神田 (東京) 

医療の質・安全学会学術集会 03-3508-1214 
11 月 19 日（土）

  ～20日（日）
３時間 

東京ビックサイト 

(東京)

日本医療情報学会連合大会★ 
jcmi2011@m.kufm. 

kagoshima-u.ac.jp

11 月 21 日（月）

  ～23日（水）
３時間 

鹿児島市民文化ホール、他

(鹿児島)

日本医療経営学会学術総会 045-641-1921 11 月 26 日(土) ３時間 
全社連研修センター 

(東京)

★印の研修を情報化認定コンサルタントが受講した場合、情報化に関する専門講座として履修認定します。 

◎学会・セミナーの履修確認は、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。（学会・大会等

に併設されており、単体で入場可能な展示会やセミナー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。 

◎当協会はホームページを開設しております。ＵＲＬは http://www.jahmc.or.jp です。 

 また、会員専用ページには履修時間確認、経営相談、会議議事録等が掲載されております。 


