平成 30 年 5 月 24 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

個人研修（自宅学習）の新規教材の販売開始のお知らせ
個人研修（自宅学習）用教材として、新たに 11 教材（動画配信）を５月 24 日(木)より販売を開始
しましたので、ご案内いたします。
今回の新規教材の内容は、平成 30 年 1 月の本部継続研修(集中研修／大阪)の一部、3 月の本部・
支部中継研修、3 月 24 日医業経営セミナー代替講義を収録したものです。
個人研修の履修時間は、本部主催の研修時間として認定されます。医業経営コンサルタントの１登
録期間内における個人研修の履修認定上限時間数は、必要履修時間数が 100 時間の場合は 50 時間ま
で、80 時間の場合は 40 時間まで、60 時間の場合は 30 時間までです。
【教材の配信方式】
個人研修の教材は、動画配信方式（ストリーミング形式）です。販売中のすべての教材が、インタ
ーネット回線がつながっていない場合にも視聴できるよう、ダウンロードができます。
ダウンロードファイルは mp4 形式です。ダウンロードに関する詳細は、実際の視聴画面でご確認い
ただけます。
１． 購入方法・履修登録方法等
① 協会のホームページ（http://www.jahmc.or.jp）から会員専用ページにログインし、
「研修情報」
→「個人研修」の画面を開き、申込から履修登録までを行います。
② 個人研修の研修一覧の中より希望の教材をクリック選択し、申し込みをします。
③ 個人研修教材費の支払をし、入金が確認されると、
「個人研修入金確認・受講開始通知」メール
が送信され(※)、動画受講が可能な状態になります。
（個人研修一覧内の「動画配信」ボタンを
クリックすることで、受講画面が表示されます。
）
(※)１週間経過してもメールが到達しない場合は、個人研修一覧のページをご確認ください。
④ 履修に当っては、映像内３ヶ所に記号を挿入してありますので、受講中に会員番号１桁目に対
応した該当の記号を記録しておきます。
（記号の確認方法については、個人研修申込画面にある
「個人研修履修確認登録の確認キーについて」をご参照ください。
）
⑤ 受講後、再度、協会ホームページ・会員専用ページ内の個人研修のページにアクセスし、
「未受
講」ボタンをクリックし、履修登録の画面で記号を入力し、履修登録をします。
⑥ 個人研修は、本部主催の継続研修となります。履修時間は１教材につき２時間の認定です。
（履
修上限時間は上記のとおりです。
）
⑦ 受講と履修登録は、個人研修教材購入後 90 日以内に行ってください。
⑧ ⑦の履修登録期限内であれば、履修登録後でも、その講座を再度視聴することが可能です。
２． 価格
個人研修受講料：一教材（２時間）につき２,０００円(消費税込み。振込手数料はご負担ください。)
３．協会ホームページ「会員専用ページ」へのログイン方法
当協会本部事務局までお問い合わせください。
４．その他
・個人研修の教材は、過去に協会本部で開催した継続研修の講義内容です。
（一部、支部ビデオ研修と
して使用されていた内容が含まれることもあります。）実際の研修を受講済みでも、個人研修とし
て再受講することが可能です。収録日をご確認ください。
・教材は、個人研修を受講される会員の方のみの視聴に限ります。個人研修以外の目的での使用を禁
止しています。

平成 30 年 5 月 24 日 新規販売開始 個人研修教材（11 教材）
教材 No.

研修ｽﾃｰｼﾞ
(収録日)

教材名・講師
（講師肩書きは収録当時のものです）

T2018131

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-01-24)

平成 30 年診療報酬改定の注目分野！遠隔診療の最新情報の紹介
(株)メドレー CLINICS 事業部
マーケティング統括責任者 田中 大介
＜概要＞
平成 27 年 8 月の厚生労働省による事実上の「遠隔診療解禁通知」から
急速に普及している遠隔診療システム。遠隔診療が医療業界へもたらす
影響や有用性、様々な診療科目の現場から得られた活用事例について紹
介します。

T2018132

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-01-24)

平成 30 年度診療・介護報酬同時改定の動向
(株)ASK 梓診療報酬研究所 代表取締役社長
認定登録 医業経営コンサルタント 中林 梓
＜概要＞
平成 30 年度は同時改定の年です。しかも団塊の世代が全員後期高齢者
となる 2025 年に向けた地域医療構想や地域包括ケアシステムの構築に
向けた診療報酬・介護報酬の取組としては大切な同時改定となります。
年末までに議論されている同時改定の動向を、この機会に再度整理して、
どのような内容の改定になっても揺るがない経営対応を確認いただけれ
ば幸いです。
（平成 30 年 1 月下旬収録内容）

T2018133

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-01-25)

医業経営指標研修（中級編）
医療総研(株) 代表取締役
認定登録 医業経営コンサルタント 伊藤 哲雄
＜概要＞
本研修は、経営指標分析初級編を踏まえ、医業経営コンサルティング
に欠かせない経営指標分析を、講師が実際に行ったコンサルティング事
例に基づき、財務面・非財務面それぞれの経営指標数値を用い、より実
践的な内容で解説します。

T2018134

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-01-25)

歯科診療報酬改定の動向
(株)M&D 医業経営研究所 代表取締役社長
認定登録 医業経営コンサルタント 木村 泰久
＜概要＞
平成 30 年度の介護・診療報酬の同時改定のなかで、歯科診療報酬の改
定の動向を、前回改定の内容、これまでの中医協での改定の経過などか
ら予測し、歯科経営において今後求められるポイントを解説します。
（平成 30 年 1 月下旬収録内容）

T2018135

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-01-26)

医療現場の管理者教育の事例紹介
オフィス・グランツ 代表 井原 恵津子
＜概要＞
医療の現場において、年々雇用形態が多様化、複雑化し、管理者自身
も、限られた要員の中で、自らの業務に追われ、職場の環境整備や業務
改善、部下の育成のための時間は後回しになりがちです。その結果不満
を持った職員が辞め、他の職員や管理者自身の負担が増えるという悪循
環に陥ってしまいます。
本講座では、管理者としての役割への自覚を高め、部下との信頼関係
を高めるマネジメント力リーダーシップ向上のための研修事例を紹介
し、医療現場における人材育成の重要性を喚起していきます。
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T2018136

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-01-26)

T2018137

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-03-16)

平成 30 年度介護報酬改定の動向
服部メディカル研究所 所長 服部 万里子
＜概要＞
１．介護保険法改正のポイント
２．訪問介護、デイサービス、福祉用具の介護報酬改定
３．訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリの報酬改定
４．地域密着型サービスの報酬改定
５．施設・居住系サービスの報酬改定

T2018138

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-03-16)

平成 30 年度同時改定における影響項目と運用対応策 第１部
(株)ウォームハーツ 代表取締役 長面川 さより
＜概要＞
2018 年度は医療計画・介護保険事業支援計画等様々な関連制度の一体
改革と重ね、診療報酬、介護報酬の同時改定になる。医療及び介護の現
場におけるサービス提供体制をより効果的・効率的なものにしていくた
めに、地域連携のさらなる強化が重要となる。医科、歯科、介護、薬局
等のネットワークにおける地域包括ケアの推進、
「切れ目のない連携」を
構築していくために、院内での運用の留意・活用等の解説を行う。

T2018139

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-03-16)

医師目線で医療面接を体験する
山口大学医学部附属病院 総合診療部 准教授 齊藤 裕之
＜概要＞
医師と患者の間によく生じるコミュニケーション不全。
「あの医者は全
然話を聞いてくれない」
、
「あの患者はこちらの説明を全然理解してくれ
ない」
。どうしてこのようなことが日常的に生じてしまうのだろうか。一
方、多くの患者に慕われる医師の医療面接は、同じ時間を費やしても患
者は自分の話を聞いてもらったと満足して診察室から出てくる。この違
いはどこにあるのだろうか。
本セミナーでは、参加者の皆さんに医師役または患者役になって頂き、
コミュニケーション不全を防ぐ医療面接技法を実際に体験して頂き、コ
ンサルト業務に活かして頂きます。
Key word は患者中心の医療面接技法、
行動変容のステージモデル、LEARN のアプローチです。実体験をしなが
ら、医療面接の極意をお楽しみ下さい。

平成 30 年度同時改定における影響項目と運用対応策 第２部
(株)ウォームハーツ 代表取締役 長面川 さより
＜概要＞
同上

教材 No.

研修ｽﾃｰｼﾞ
(収録日)

教材名・講師
（講師肩書きは収録当時のものです）

T2018140

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-03-29)

2018 年度診療報酬改定のポイントと経営対応
(株)M&C パートナーコンサルティング 取締役
認定登録 医業経営コンサルタント 酒井 麻由美
＜概要＞
2018 年改定は、支えるべく世代の増加に対して、労働人口と財源の縮
小が進む中でいかにして支えるかという仕組みづくりのための医療・介
護制度改革が絡んだ改定です。その仕組みの実現に向けて、診療・介護
報酬の在り方は、パラダイムシフト＝革命的な変化を起こすとのこと。
革命に対応すべく手段の一つが多職種連携です。今セミナーにおいては
改定内容を通じて法人内・外の多職種連携の進め方もお伝えいたします。

T2018141

ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(H30-03-29)

2018 年度介護報酬改定のポイントと経営対応
(株)M&C パートナーコンサルティング 取締役
認定登録 医業経営コンサルタント 酒井 麻由美
＜概要＞
同上

※ 現在、上記新規販売教材以外に、既存の教材として動画配信が 48 教材あります。

継続研修に関するお問合せ先：(公社)日本医業経営コンサルタント協会
事業部事業第二課 TEL:03-5275-6993(研修・履修認定係直通)
[代表]ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996／TEL:03-5275-6996 E メールアドレス:kensyu@jahmc.or.jp

