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受講・受験申込
申込期間

2月1日（金）～7月16日（火）

一次試験（筆記）
8月24日（土）

全国8会場

受験料：10,000円

認定登録
4月1日登録

登録料：80,000円

二次試験（論文）
平成32（2020）年1月10日（金）

締切り

審査料：15,000円（初回）

　　　   2回目以降無料

一次試験
合格発表
10月中旬

二次試験
合格発表
2月下旬

指定講座
テキストと講義を収録したDVDによる受講（自宅学習）
受講料：50,000円（テキスト・DVD代込）

※テキストは4月初旬から、DVDは6月上旬から発送予定。

※DVD収録のための講義を行います。詳細は4頁をご覧ください。

※再受験者（平成29（2017）・30（2018）年度　指定講座受講者）で

　平成31（2019）年度指定講座DVD・テキストの希望者には下記の

　通り販売いたします。

　・5,000円（テキスト・DVD）

　・1,000円（テキストのみ）

　（ただし、指定講座履習の有効期限の延長はありません）

所定の登録手続を完了しますと「認

定登録 医業経営コンサルタント」と

称することができます。

また、「認定登録 医業経営コンサル

タント」は3年後・3年後・4年後毎

に登録の更新を行うことになってお

り、登録期間中に継続研修の履修

が義務付けられています。（＊）

＊別途受講料が発生します。
＊登録更新料5,000円
＊継続研修履修時間

①登録申請書
様式第（登）－01号（個人）

②住民票
（本人分 本籍地記載不要：3ヶ月以内

のもの）

※手続きの詳細は、二次試験合格者

　の方に別途ご案内いたします。

認定登録 医業経営
コンサルタント
認定登録には、当協会の会員

であることが条件となってい

ます。

会費年額：120,000円

①指定講座・一次試験申込書（願書）
※写真1枚貼付　様式第（認）－01号

   （顔写真データ登録によるアップロードも可）

②一次試験 受験票
※写真1枚貼付

③入会時期の確認書

①二次試験申込書
様式第（認）－02号

②論文
35文字×30行原稿用紙9枚～10枚程度

③入会申込書
様式第（会）－01号（個人）

④誓約書
様式第（会）－02号（個人）

⑤履歴書
⑥登記されていないことの証明書（詳細は３頁をご覧ください）

※医業経営コンサルタントを目指すものの立場で論述して

いただきます。なお、審査申込の詳細は、一次試験合格

者の方に別途ご案内いたします。

指定講座・一次試験申込に
あたっての必要書類

二次試験（論文）申込みに
あたっての必要書類

認定登録に
あたっての必要書類

2 3

登記されていないことの証明書とは、法務局発行の後見登記等ファイルに記録され

ていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないこと

を証明するものです。（3ヶ月以内のもの）

窓口申請の場合： 東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍
課の窓口で申請手続きを行ってください。

郵送申請の場合： 申請書に返信用封筒を同封して東京法務局後見登録課へ送付し
てください。申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで

約1週間～10日程度かかります。

※「登記されていないことの証明書」に必要な「証明事項」は、「成年被後見人、被保佐人とす
る記録がない。（後見・保佐を受けていないことの証明が必要な方）」になります。（本籍の
記載があるもの）
申請用紙の出力等、交付請求の詳細については、下記URLをご参照ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

平成31（2019）年度「医業経営コンサルタン卜」
認定登録までのステップ

登　録

３
年
で
100
時
間

３
年
で
100
時
間

４
年
で
100
時
間

４
年
で
80
時
間

４
年
で
60
時
間

初回 ２回目３回目 ４回目
５回目
以降

見本

【上記に示した、一次試験合格から認定登録までの期間は最短のものです。】

本籍の記載が
あるもの。

必要な「証明事項」は、「成年被後見人、
被保佐人とする記録がない。（後見・保佐を
受けていないことの証明が必要な方）」です。

二次試験（論文）申込みにあたっての必要書類にある「登記されていないことの証明書」の交付請求について

当協会主催の一般公開医業経営実務講座を全講座修了すると、指定講座と一次試験（筆記）が

免除の優遇措置の対象となります。詳細は当協会ホームページをご覧ください。

指定講座と一次試験（筆記）
免除の優遇措置について



平成31（2019）年度  医業経営コンサルタン卜
指定講座・試験実施要項

（公社）日本医業経営コンサルタント協会では、医業経営コンサルタントの資格の認定と資質の

維持向上に関する事業の一環として指定講座の受講、一次試験（筆記）の合格、さらに二次試験

（論文）の審査という段階を経て、「認定登録 医業経営コンサルタン卜」の育成を行っています。

（※資格は国家資格ではありませんが、当協会は内閣府から公益社団法人として認定された団体です）

1.  医業経営コンサルタン卜指定講座

受講要件：テキストと講義を収録したDVDによる受講（自宅学習）
＊テキストは４月初旬から、DVDは６月上旬から発送予定です。

＊テキスト・DVDの販売は指定講座・一次試験申込の方に限らせていただきます。

DVD収録のための講義：
 DVD収録のための講義を下記の通り行います。これに受講することができますが、先着100名で

原則、3日間受講が可能な方が対象となります。本収録講義にお申込みの方には、テキストは

4月初旬、DVDは6月上旬に発送予定です。（受講料は指定講座受講料50,000円に含まれます）

 ■ 日　　程：平成31（2019）年4月10日（水）～12日（金）

 ■ 会　　場：CIVI 研修センター日本橋N405（中央区日本橋室町4-1-6　クアトロ室町ビル）

 ■ 定　　員：100名

 ■ 講座時間： 第1日目（4月10日（水））  受付開始 9:30　 講義時間 10:00 ～ 17:10

  第2日目（4月11日（木））  受付開始 8:30　 講義時間   9:00 ～ 16:10

  第3日目（4月12日（金））  受付開始 8:30　 講義時間   9:00 ～ 15:40

 ■ 申込期間：平成31（2019）年2月1日（金）～3月25日（月）　払込・必要書類必着

2.  医業経営コンサルタン卜  一次試験

日　程：平成31（2019）年8月24日（土）

会　場：

（注）天災地変、会場・輸送機関のサービス停止、官公庁の指示等、不測の事態発生の場合は、当協会の方針に基づき対応します。

試験時間
■ 受付開始  9:00

　 ※試験開始前に注意事項の説明があります。9:20までに会場へお入りください。

■ 試験Ⅰ　  9:35～10:35 （小論文）1時間

■ 試験Ⅱ　10:50～   ※注意事項の説明

　　　　　 11:00～13:00 （6科目（科目1～6）×10問）2時間

■ 試験Ⅲ　14:00～   ※注意事項の説明

　　　　　 14:10～15:50 （5科目（科目7～11）×10問）1時間40分

■ 科目：「指定講座・一次試験科目一覧」をご参照ください。

受講資格（次の①または②に該当し、③を満たしている方）
①願書提出時において、大学を卒業していること。または、短期大学卒業後2年、高校卒業後4年、

中学卒業後7年を経過している方。

②実施日の属する年度の4月1日における年齢が20歳以上であって、大学卒業見込証明書がある方、ま

たは一次試験合格発表後1年以内に大学卒業見込証明書を取得できる方。

③成年被後見人および被保佐人でない方。

受験資格
テキストと講義を収録したDVDの購入

をもって、指定講座受講者および一次

試験受験資格者となります。

なお、指定講座履修の有効期限は、受

講日から翌々年度末までとし、この間

に行われる一次試験は、指定講座を受

講することなく受験できます。

開催地

札　幌

東　京

名古屋

大　阪

岡　山

広　島

高　松

福　岡

 会 場（住 所）

札幌駅前ビジネススペース　カンファレンスルーム 2A （札幌市中央区北5条西6-1-23 第二北海道通信ビル2F） 

ベルサール秋葉原　2階ホール （千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル2F）

ダイテックサカエ　7階 会議室7ABC （名古屋市中区錦3-22-20）

CIVI研修センター 新大阪東　5階 ホール （大阪市東淀川区東中島1-19-4 新大阪NLCビル）

第一セントラルビル2号館　5階 中会議室 （岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル）

RCC文化センター　6階 601 （広島市中区橋本町5-11）

TCBホール・会議室（高松センタービル）  2階 202 （高松市寿町2-4-20）

都久志会館　4階 401～404会議室 （福岡市中央区天神4-8-10）

定 員

30

250

60

120

40

30

36

60

4



3.  指定講座・一次試験申込方法

申込期間： 【テキストとDVDによる受講（自宅学習）】 平成31（2019）年2月1日（金）～7月16日（火）  払込・必要書類必着
 【DVD収録のための講義を受講希望の方】 平成31（2019）年2月1日（金）～3月25日（月）  払込・必要書類必着
費　　用：指定講座受講料　50,000円（テキスト・DVD代込）
　　　　　再受験者の受講料（平成29（2017）・30（2018）年度指定講座受講者のうち希望される方のみ） ※指定講座履修の有効期限の延長はありません。
 　・5,000円（テキスト・DVD）
 　・1,000円（テキストのみ）
　　　　　一次試験受験料　10,000円

必要書類の作成方法・提出方法：
「指定講座・一次試験申込にあたっての必要書類」は ①願書  ②受験票  ③入会時期の確認書 の３点です。

■ ①願書  ②受験票  ③入会時期の確認書の作成方法
１）当協会ホームページ（www.jahmc.or.jp）の

トップ画面右にある「資格認定（受験ガイド）」

バナーをクリックします。

２）願書作成ボタンをクリックします。

３）願書作成フォームに必要事項を入力します。

４）「願書印刷」ボタンのクリックで、①願書  

②受験票  ③入会時期の確認書が、PDF

ファイルとして表示されます。

５）PDFファイルを印刷します。

■ 「指定講座・一次試験申込にあたっての必要書類」３点の提出方法
申込期間内に費用をお支払いのうえ、上記

PDF資料3点（①願書  ②受験票  ③入会時期

の確認書）を事務局にお送りください。

「指定講座・一次試験申込にあたっての必要書類」が確認できましたら「書類受領メール」をお送りいたします。また、

受講・受験料の入金確認ができましたら「入金確認メール」をお送りいたします。

※必要書類を作成する際、メールアドレスを誤ってご入力されますと「書類受領メール」および「入金確認メール」が正しく届きません。

　必要書類の送付および入金をしたにもかかわらず、メールが届かない場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

※当協会からのメール（shitei-koza@jahmc.or.jp）を正しく受信できるよう、メール環境の設定をお願いいたします。

テキスト・DVDの発送：
「指定講座・一次試験申込にあたっての必要書類」一式の到着ならびに入金確認後、テキストは4月初旬、DVDは

6月上旬より順次発送いたします。入金確認には、数日要しますのでご了承ください。

受 験 票：受験票は受付手続完了後、6月下旬より随時簡易書留にて発送いたします。
※平成31（2019）年8月5日（月）を過ぎてもお手元に届かない場合はご連絡ください。
※DVD収録のための講義に受講申込の方には、3月25日（月）申込締切後、受講案内と受講票を発送いたします。
※指定講座、一次試験申込後、住所など変更があった場合はご連絡ください。

そ の 他：宿泊施設の予約等の手続きにつきましては、協会では斡旋しませんので各自でお願いいたします。

（注）申込期間以外に到着したもの、費用の未払い、必要書類の不備または記載漏れなどがある場合は受付けできません。書類提出の
際はくれぐれもご注意ください。なお、受付審査を通過した願書等は一切お返ししませんので、あらかじめご了承ください。

払 込 先： 銀行名

支店名

科目・口座番号

口座名

＊お振込の際は振込人のお名前の前に、願書に印刷されています「願書番号」をお書き（または入力）ください。

＊振込手数料はご負担ください。一旦振込まれた受講料等は、原則として返還しません。

＊法人名で複数の受験者の受験料を振込む際は、本部事務局までお問合せください。

みずほ銀行（金融機関コード ０００１）

普通　２２５８２１７
  シャ） 　

（公社） 
ニホンイギョウケイエイ

日本医業経営 
　　　コンサルタント　　　

コンサルタント 
キョウカイ

協会

テキスト・ＤＶＤの販売は指定講座・一次試験申込の方に限らせていただきます。

１）資格認定（受験ガイド）バナーをクリック ２）願書作成ボタンをクリック

● 協会ホームページトップ画面 ● 資格認定（受験ガイド）案内ページ画面

横山町（店番 ０ 4 ０）
ヨコヤマチョウ

注意事項

送付先：公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会　総務・資格認定係
　　　　〒102-0075  千代田区三番町9-15  ホスピタルプラザビル5階
　　　　TEL. 03-5275-7701・03-5275-6996   フリーコール 0088-21-6996
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指定講座・一次試験科目一覧と
二次試験（論文）について

「認定登録 医業経営コンサルタン卜」を取得するための指定講座は、全部で12科目、

合計17.5時間となっています。これより、一次試験が出題され、合格した方は二次試験

の論文提出へと進みます。医療・介護・福祉分野の分析、計画、提案の手法を体系的に

学びます。

指定講座・一次試験科目一覧 講義内容は見直し等により変更になる場合があります。

介護保険と介護サービス事業の仕組み／予防給付と介護給付の仕組みと概要／介護サービス事業の

運営基準／介護サービス事業各論と報酬／地域包括支援センターと介護支援専門員／介護サービス

事業の展開と運営／介護サービスの公表制度と第三者評価

医療・介護・福祉制度の動向／医療提供体制（医療法）／医療法人制度／医療計画／医療保険制度／

診療報酬制度／障害保健福祉施策

各施設の概況と社会背景／医療・介護・福祉施設の企画から建設までの手順／病院・診療所の

設計計画／高齢者介護・居住施設の設計計画／設備計画の概要／優れた事例

一次試験の試験Ⅰ（小論文）テーマの提示／二次試験（論文）の書き方

医業経営戦略の基本プロセス／医業経営環境分析／事業領域の確立／事業戦略案の策定・選択／

事業計画の策定／事業計画の実施

情報管理／情報管理の基本／情報システム／ICTの基礎／行政の動向にみる医療情報化の流れ／

医療情報システム／主な経営支援システム／情報セキュリティ

施設・設備管理とは／維持管理業務／維持保全／運営管理／支援サービス／今後の施設・設備に

要求される運用サービス／医療施設固有の問題／介護施設固有の問題／病院機能評価と施設・

設備管理との関わり／福祉サービス第三者評価と施設・設備管理との関わり

医療の質保証と安全管理／患者管理と患者満足／診療管理／物品管理

経営基本管理／人事・労務管理／財務管理

医業会計の基礎／病院会計準則と医療法人の会計基準／医療法における会計・監査／医業税務の

基礎／社会福祉法人の会計と税務

診療圏分析／財務診断／人材組織活性化診断／患者動向診断／施設効率性診断／情報化診断／

介護サービス事業診断

経営環境の特性／経営現状の特性／経営経済の特性／経営管理の特性／経営戦略の特性／

組織の特性／人的資源の特性

科　　　目 講　義　内　容

① 医療・介護・福祉の概要と
　 課題

② 医療機関の経営特性

③ 医療・介護・福祉施設の
　 計画ならびに建設

④ 医業会計・税務の基礎

⑤ 医業経営診断入門

⑥ 医業経営戦略論

⑦ 医業経営管理論（1）

⑧ 医業経営管理論（2）

⑨ 医業経営管理論（3）

⑩ 医業経営管理論（4）

⑪ 介護サービス事業運営論

⑫ 総合講義

講義時間合計：17.5時間（科目1～11：90分、科目12：60分）
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二次試験（論文）

主　題
下記の論文テーマの中から1つを選び、医業経営コンサルタン卜を目指すものの立場から副題のテーマをつけ、その副題につい

て論述してください。（　）は副題の例示

１）わが国の医療制度の課題と展望
（医療提供制度、医療保険制度等）

2）経営診断の業務
（外部環境調査分析、内部環境調査分析、経営改善提案等）

3）経営戦略の策定
（医療・介護・福祉の機能分担と連携、病棟編成等）

4）経営管理への支援
（医療・介護・福祉施設における安全管理体制の構築支援、医療情報システム、医療関連サービスのあり方等）

5）医療・介護・福祉施設に関する地域的配置計画

6）医療・介護・福祉施設の建築・設備計画
（全体または部門別、新設・更新・改修・保守等）

7）医療機関の消費税

8）地域包括ケアシステムの構築

9）第7次医療法改正

10）医療の国際化

11）2035から2040年問題への医療機関の取組み

様　式
１）ワープロ印字とする。

　　A4タテ判用紙に35文字×30行で設定し、９～10枚程度に横書きとする。

２）表紙を作成し、主題・副題・氏名を記載する。

審査料
初回15,000円
（提出２回目以降の方（審査料を１度お支払いいただいた方）は無料となります）

申込方法
詳細は対象者の方に別途ご案内いたします。

提出期限
平成32（2020）年1月10日（金）必着　＊提出時期は年2回（次回は７月中旬）
※一次試験に合格された方は、論文を提出していただきます。なお、一次試験合格の有効期限は、合格日から翌々年

度末までとし、この間に行われる二次試験は、一次試験を受験することなく論文を提出することができます。

指定講座・試験に関する問合せ
（公社）日本医業経営コンサルタン卜協会  事務局  総務・資格認定係
TEL 03‒5275‒7701・03‒5275‒6996（代表）　フリーコール 0088‒21‒6996
願書送付先
〒102‒0075  東京都千代田区三番町９‒15  ホスピタルプラザビル5F
（公社）日本医業経営コンサルタン卜協会  事務局  総務・資格認定係
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医業経営のパートナーとして
さまざまな経営課題を解決するプロフェッショナル
それが、「認定登録 医業経営コンサルタント」です

〒102-0075　
東京都千代田区三番町9-15  ホスピタルプラザビル5階
フリーコール. 0088-21-6996
TEL. 03-5275-7701（総務・資格認定係）・03-5275-6996（代表）  
FAX. 03-5275-6991
E-mail：info@jahmc.or.jp   https://www.jahmc.or.jp

Japan Association of Healthcare Management Consultants
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