平成 24 年 12 月 3 日

会 員 各 位
(公社)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

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１６教材の動画配信が１２月３日(月)より可能となり
ましたので、ご案内いたします。
動画配信方式では、各個人のパソコンに継続研修の講座を直接配信し、映像を観ることにより履修
が可能です。受講料は１教材２時間 2,000 円で、履修認定は１教材２時間となります。
また、平成 24 年４月より、１登録期間内における個人研修の履修認定上限時間数が緩和されてい
ます。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、個人研修の受講が可能です。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。
新規教材と共に、既存の教材（CD-ROM：８教材、動画配信：14 教材）も併せてご活用ください。
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、動画が配信され、受講開始となります。
）CD-ROM 教材をお申込の場合は、入
金が確認されると発送されます。
④ 履修に当っては、映像内に３ヶ所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）
３．協会ホームページ「会員専用ページ」への入り方
協会本部までお問合せください。
４．その他
・過去に協会本部で開催した継続研修の講義内容が教材となったものです。収録日と内容をご確認くださ
い。実際の研修を受講していても、個人研修として再受講することは可能です。
（教材数にかかわりありません）
・CD-ROM 教材の場合は、別途送料・梱包費 800 円が掛かります。
継続研修に関するお問合せ先：協会本部事務局 事業部事業第一課
ﾌﾘｰｺｰﾙ:0088-21-6996／TEL:03-5822-6996 E メールアドレス:kensyu@jahmc.or.jp
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平成 24 年 12 月 3 日 新規販売開始 個人研修教材（動画配信用 16 教材）
(講師の肩書は、講義収録時のものです。
）
研修ｽﾃｰｼﾞ
教材名・講師
(収録日)
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「看護管理論」第１部 看護管理概説
(2011‑09‑15)
熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科 教授 横山 利枝
＜概要＞
看護や看護管理を取り巻く環境変化と看護と看護管理学の一般的な概
念、看護管理の必要性と意義、看護管理者と看護管理者教育への理解を
深めることを目的に講義を展開する。
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「看護管理論」第２部 看護の組織とマネジメント
(2011‑09‑15)
熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科 教授 横山 利枝
＜概要＞
病院組織と看護組織の特性、看護サービスの機能と内容と評価の実際、
看護経済について理解を深めることを目的に講義を展開する。
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「看護管理論」第３部 看護安全管理と人的資源管理
(2011‑09‑15)
熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科 教授 横山 利枝
＜概要＞
看護領域における安全管理、医療安全とリスクマネジメント、看護部門
におけるリスクマネジメント構築の考え方、看護人的資源管理の基本的
概念、看護人的資源活用の実際について理解を深める。
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「財務管理体制の整備」第１部 財務管理の基礎
(2011‑09‑22)
石尾公認会計士事務所 公認会計士 石尾 肇
＜概要＞
会計に関する基礎知識の習得、損益計算書と貸借対照表の関係、財務会
計と管理会計、管理会計の目的、組織構造と管理会計の関係。
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「財務管理体制の整備」第２部 会計基準と財務諸表
(2011‑09‑22)
石尾公認会計士事務所 公認会計士 石尾 肇
＜概要＞
企業会計と非営利組織体の会計、病院会計準則(施設会計)、社会医療法
人に対する会計基準、決算届出様式、個別の会計基準①退職給付会計、
②税効果会計、③減損会計、④リース会計、⑤金融商品会計
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「財務管理体制の整備」第３部 経営計画と予算管理
(2011‑09‑22)
石尾公認会計士事務所 公認会計士 石尾 肇
＜概要＞
経営計画、予算管理制度、月次管理、部門別管理、業績評価
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「財務管理体制の整備」第４部 経営分析の基礎知識
(2011‑09‑26)
石尾公認会計士事務所 公認会計士 石尾 肇
＜概要＞
経営分析の視点、病院経営管理指標、費用分類の考え方、損益分岐点分
析、原価計算の考え方
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「財務管理体制の整備」第５部 設備投資・資金管理
(2011‑09‑26)
石尾公認会計士事務所 公認会計士 石尾 肇
＜概要＞
病院事業における設備投資の考え方、設備投資の経済性計算、資金管理
の考え方、資金繰りの基礎知識

教材 No.
M2011523

研修ｽﾃｰｼﾞ
(収録日)
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
(2011‑09‑26)

教材名・講師

「財務管理体制の整備」第６部 個別業務管理
石尾公認会計士事務所 公認会計士 石尾 肇
＜概要＞
債権管理(未収入金管理)の基礎、在庫管理の基礎、財務的側面のリスク
マネジメントの考え方
M2011524
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「医療制度改革の経緯とその意味」
(2011‑11‑25)
医療総研(株) 相談役 星野 雄一
＜概要＞
平成時代に入り、医療制度改革が進行しているが、その意味するところ
を把握していないため、多くの関係者が右往左往し、枝葉末節に走り、
本筋が理解されていない。医療制度改革のトレンドを知れば、その方向
は全くぶれていない。医療制度の内容が細かくなり、実務的になってい
ることを説明する。
M2011525
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「医療概論Ⅱ」第１部 疾患
(2011‑12‑08) 湯河原厚生年金病院 医療顧問/労災サポートセンター 会長 馬杉 則彦
＜概要＞
救急疾患、生活習慣病、悪性新生物(がん)、感染症についてやさしく解
説する。
M2011526
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「医療概論Ⅱ」第２部 治療
(2011‑12‑08) 湯河原厚生年金病院 医療顧問/労災サポートセンター 会長 馬杉 則彦
＜概要＞
薬物治療、手術を中心にやさしく解説する。
M2011527
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「医療概論Ⅱ」第３部 医薬品・新しい分野の治療
(2011‑12‑08) 湯河原厚生年金病院 医療顧問/労災サポートセンター 会長 馬杉 則彦
＜概要＞
一般常識の範囲内で解説する。
M2011528
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「質・安全管理体制の整備」第１部 質改善のための基本概念
(2011‑12‑19)
早稲田大学理工学術院 教授 棟近 雅彦
＜概要＞
医療の質向上のためには、現在の業務方法を改善していく必要がある。
改善のために知っておくべき基本的概念を解説する。
M2011529
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「質・安全管理体制の整備」第２部 医療機関における質マネジメント
早稲田大学理工学術院 教授 棟近 雅彦
(2011‑12‑19)
＜概要＞
組織的に医療の質を保護するための仕組みである質マネジメントシス
テムについて解説する。
M2011530
ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
「質・安全管理体制の整備」第３部 マネジメントシステムモデル・医
(2011‑12‑19) 療事故防止
早稲田大学理工学術院 教授 棟近 雅彦
＜概要＞
「マネジメントシステムモデル」 質マネジメントシステムを構築する
ためのひな形であるマネジメントシステムモデルについて解説する。
「医療事故防止」医療事故防止のための技法、手法を紹介する。
※ 上記新規販売教材以外に、既存の教材として CD-ROM が８教材、動画配信が１４教材あります。

