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介護の魅力と価値を高めるのはあなたです
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イ ベ ント 掲 示 板介
護 福

祉 経
営 士 が

知って お き た い！
介護福祉経営士に必要な知識や情報が得られるイベントを、支部の研究
会を中心に紹介。スキルを磨き、経営士同士が切磋琢磨できる場として
人気の研究会も多いので、ぜひ参加しよう。

生活習慣病の重症化予防には、医療に加え生活習慣改善が欠かせない。本
セミナーでは「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を中心に、その制度の
狙いと糖尿病重症化予防＋減塩に地域ぐるみで取り組み、すでに透析阻止
のアウトカムを出している先駆エリアの事例とその手法を紹介する。

【東京会場】
■日時：2018年4月8日（日）13：00～16：30
■会場：東医健保会館大ホール（東京都新宿区南元町4）
■受講料：無料
■定員：250名
【大阪会場】
■日時：2018年4月22日（日）13：00～16：30
■会場：國民會館武藤記念ホール大ホール（大阪府大阪市中央区大手前2-1-2）
■受講料：無料
■定員：200名

■日時：2018年4月21日（土）9：30／受験説明　10：00～12：00／試験
■内容：1.コンピュータ採点により、現段階での合格率を判定。後日、成績表を送付。

2.当日に解答・解説集をお渡し
3.最新攻略本『2018年版ケアマネジャー試験対策  過去問題解説集2010～2017年』

                （定価3,800円＋税）付き
※1法人10名様以上から出前模擬試験も可能です。

■会場：株式会社日本医療企画北海道支社セミナールーム
             （北海道札幌市中央区南1条西6丁目15-1 札幌あおばビル201）  
■受験料：5,500円 ※税込
■定員：20名
             ※参加者が10名に満たない場合は開催を中止することもあります

株式会社日本医療企画
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

日本医療企画

株式会社日本医療企画
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

介護現場は、経営人材とICT活用でここまで変わる！
次世代介護経営セミナー

2018年度介護報酬改定を受けて、経営環境が大きく変わるなかで、「ICT活用
による介護記録の電子化」による業務改善・経営効率化、あるいはICT導入の
推進役としての経営人材の役割について紹介する介護経営セミナー。

■日時：2018年5月18日（金）14:00～17:00
■講師：
　荒井信雄氏（株式会社さくらケア代表取締役）
　福島成典氏（株式会社ロジック取締役）
　吉田真一氏（株式会社でぃぐにてぃ代表取締役）
■会場：日本医療企画　ニッテン神田ビルセミナールーム
　　 　（東京都千代田区神田東松下町17番地 ニッテン神田ビル3階）
　　 　※2018年4月に「もとみやビル」より改称
■参加費：協会会員3,000円、一般5,000円
■定員：50名
　　　 ※定員になり次第、締め切らせていただきます
■後援：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会

日本医療企画

名古屋国際見本市委員会事務局・
（公財）名古屋産業振興公社
TEL.052-735-4831

お問い合わせ

第21回国際福祉健康産業展
～ウェルフェア2018～
少子高齢社会の進展と社会福祉を取り巻く環境が大きく変化しつつある中、全
ての人々のQOL（クオリティ オブ ライフ）をサポートする製品・サービ ス・技術
を幅広く展示紹介する中部地区最大の福祉・健康産業展。共催フェアとして「お
やのため、わたしのための総合施設展」「おやのため、わたしのためのシニアラ
イフフェア」も開催される。

■日時：2018年5月17日（木）～19日（土）10：00～17：00
■会場：ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）
　　　 （愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地）
■入場料：無料

名古屋国際見本市委
員会

公益財団法人名古屋
産業振興公社

医療・行政連携と減塩で進める
重症化予防セミナー

本試験を徹底分析した2017年度（昨年度）の問題で力試し！ この時期に本試
験同等レベルの問題に触れることで苦手分野を見つけだし、本試験に向け
て、ポイントを絞った勉強法に活用しよう。

株式会社日本医療企画 北海道支社
TEL.011-223-5125お問い合わせ

お問い合わせ

日本医療企画

株式会社日本医療企画
TEL.03-3256-2863

お問い合わせ

～イキイキと輝いて、看護するために～睡眠セミナー
睡眠習慣を整え、キラキラ輝く私に!!

成熟した日本は、24時間社会になりインターネットはいつでも世界とつながり、生
活は快適、便利になった。その社会で普通に生活しているだけでも、人間が本来
備えている体内時計が乱れ、結果、不定愁訴を感じたり、睡眠にトラブルを抱える
人の割合が増えてきている。眠りのメカニズムを学び、目覚めのよい朝を迎える
ヒントになる内容をお話しする。

■日時：2018年4月28日（土）13：00～14：30
■講師：臼杵礼司氏（東洋羽毛工業株式会社、睡眠健康指導士 上級）
■会場：日本医療企画 ニッテン神田ビルセミナールーム
            （東京都千代田区神田東松下町17番地 ニッテン神田ビル3階）
            ※2018年4月に「もとみやビル」より改称
■参加費：無料
■定員：50名

日本医療企画

どこよりも早い！
ケアマネジャー受験対策模擬試験

■日時：2018年2月17日（土）、3月10日（土）、4月21日（土）、5月19日（土）各回14：00～17：00
■内容：2月17日（土） 経営企画部門の役割と求められるスキル

3月10日（土） データの戦略的活用法
4月21日（土） 社会保障政策の読み方、活かし方
5月19日（土） 広報戦略とマーケティング

■講師：石井富美氏（多摩大学医療・介護ソリューション研究所フェロー）
■会場：上田公認会計士事務所セミナールーム
　　　 （大阪府大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル2F）
■受講料：協会会員（全4回）10,000円（各回）3,000円

一般（全4回）15,000円（各回）4,000円
※税込 ※終了後、懇親会を予定（自由参加、会費4,000円）

■定員：35名

「わかる」を「できる」にする4つのメソッドで“一歩先行く”経営士を目指す、全
4回のゼミ。研究会終了後には、懇親会も予定している。

株式会社日本医療企画 関西支部
TEL.06-7660-1761お問い合わせ

お問い合わせ

関西支部

医療経営士・介護福祉経営士 合同研究会
経営人材としての総合力を高める 石井ゼミ

【介護福祉経営士 活動レポート Vol.15】

事業計画作成には、ビジョン実現の
ストーリーと根拠の明示が重要！

①北海道支部「介護業界の事業計画の作り方」

介護事業者・関連企業が
ざっくばらんに本音でディスカッション

②関東支部「介護報酬改定を読み解く会」

事業計画作成には、ビジョン実現の
ストーリーと根拠の明示が重要！

介護福祉経営士
活動レポート Vol.15
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①北海道支部
  「介護業界の事業計画の
    作り方」

②関東支部
  「介護報酬改定を読み解く会」

①北海道支部「介護業界の事業計画の作り方」

介護事業者・関連企業が
ざっくばらんに本音でディスカッション

②関東支部「介護報酬改定を読み解く会」
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「自分で考える力」を引き出す
神内氏の講義

　2018年１月20日、日本介護福祉経営人材教育協会北海
道支部では、「介護業界の事業計画の作り方」セミナーが開

催された。これは介護福祉経営士１級実践研修の事後課題

にも対応したもの。

　講師は、「惑星直列観察ツアー」同様ＮＢ ｌａｂ代表の神内

秀之介氏。社会保障に対する俯瞰的な視点に、介護福祉経

営士1級の視点、現場を知る役職者としての視点を交えた多

様性に富む内容である。

　事業計画書とは「事業の目的を表現する」「現状とビジョ

ンを埋める」「現状と見込を資金に反映させる」ツールであ

り、中身としてはストーリーのある「定性的なもの」とストー

リーのための数字である「定量的なもの」のバランスが大切

である。

　事業計画作成には「目的の明確化」「現状の分析」「ビジョ

ン実現のストーリーと根拠の明示」が大切である。

　以上を踏まえた上で、事業所として「事業所」「利用者」「行

政」「地域社会」等までを含めた配慮を、定性的な部分にどう

付加していくかの話をされ、事業成功のための社会的背景に

ついても言及された。

　事業計画を作成する際に、その中で共有した方が良い情

報は、職員に理解してもらうように努めることにより、経営層

への信頼感や働く安心感に繋げていくことができるとの話も

された。

　また、より実践的な事業計画作成のための資料提示や、フ

レームワークを利用した自社に置き換えて思考する時間もあ

り、神内氏の講義の特徴でもある「自分で考える力」を引き出

す内容でもあった。

医療機関との連携・協力を強め、
サービスの質向上へ 

　平成30年度介護報酬改定が諮問・答申されたことを受け、
主にヘルスケア関連企業を対象にした「介護報酬改定を読

み解く会」と題する勉強会が開催された。

　登壇者は、藤田英明氏（株式会社CARE PETS代表取締

役社長）、忽那嘉和氏（公益社団法人全国老人福祉施設協

議会）、網代祐介氏（社会医療法人社団光仁会第一病院）、

上条百里奈氏（介護福祉士・モデル）の4人。

　藤田氏の進行で、今回の改定について、まずその内容を

把握、理解し、事業者として、介護職としてどのように活かし

ていくのか、という視点で来場者も含め本音、裏話も交えて

の多彩なディスカッションが行われた。

　まず忽那氏から改定内容の解説が行われた。ここに簡単

に改定の概要を示すと、①中重度要介護者を含めた切れ目

のない医療と介護の連携体制の構築（医療との連携体制へ

の評価など）、②アウトカム評価の導入など質の高い介護

サービスの実現、③人材確保と生産性の向上（生活援助

サービスの担い手の拡充＝新資格の導入、介護ロボットの

活用など）、④介護サービスの「適正化・重点化」（福祉用具

の貸与価格の上限額設定、通所介護のサービス提供時間

区分の見直しなど）。

　今回の改定の特徴としてまず挙げられるのが、医療との連

携構築が算定要件となるものが顕著で、特に居宅介護支援

では医療機関との連携が強く求められるものとなった。その

他、リハビリテーションにおける医師の関与の強化など、介

護事業者はいっそう医療機関との「付き合い」が増えることと

なる。「医師ありきの改定では？」との発言も聞かれた。網代

氏からは介護と医療との連携の実情とともに今回の報酬改

定を機に有効な連携、協力体制を築くことでサービスの質の

向上に繋げていくことへの期待も示された。

　札幌市中央区の街中に立地する、デイサービス・グループホーム・居宅介護支援

事業所を運営する法人で事務統括をしています。

　介護福祉経営士１級取得を機に「経営の理念」と「現場の目線」を繋ぐ業務を意

識し、北海道支部の研修で学び始めました。現在も、高齢化率も生活利便性も高い

エリアをお住まいとするご利用者に沿った地域包括ケアシステムを模索する、法人

の特質を考慮した学びを継続しています。

　今回の「介護業界の事業計画の作り方」セミナーは、既成の方法論にとらわれな

い示唆に富む内容でした。「惑星直列」にどのようなビジョンを見出し数値化するか

を考える上で、法人内で問題解決のために共有していきたいと思います。

　また、社会保障を軸としながらも、フレキシブルな北海道支部の他のセミナーと

リンクする講義でもあり、単独でも組み合わせても、個人のニーズに合わせた受講

ができることも本セミナーの魅力の１つだと思います。

セミナーを終えて

KFKNews

事業計画作成には、ビジョン実現の
ストーリーと根拠の明示が重要！

①北海道支部「介護業界の事業計画の作り方」

介護事業者・関連企業が
ざっくばらんに本音でディスカッション

②関東支部「介護報酬改定を読み解く会」

介護福祉経営士活動レポート  Vol.15

計画に盛り込む具体的内容
表

事業計画をたてるうえでの基礎知識及び基本的な考え方、押さ
えておきたい重点ポイントを学んだ北海道支部。その事業計画
作成にも関わる「介護報酬改定」の背景と活かし方を学ぶセミ
ナーを開催した関東支部。今回も、それそれのセミナーに参加
した介護福祉経営士にレポートしていただく。

●事業ドメイン
●事業成功の社会的背景
●市場規模＆予測
●競合他社状況
●他者メリット
　（利用者・家族、ステークホルダー・地域/社会）
●サービス内容
●サービス提供プロセス
●ビジネスモデル（どうやって儲けるのか）
●自社（事業所）の人員・組織体制
●設備とか
●収支計画（資金・財務）

オーロラ・ケアネット株式会社取締役
介護福祉経営士1級

出所：神内氏セミナー資料

葛巻 隆子氏

レポート：葛巻 隆子

レポート：能和 豊
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セミナーを終えて

KFKNews

事業計画作成には、ビジョン実現の
ストーリーと根拠の明示が重要！

①北海道支部「介護業界の事業計画の作り方」

介護事業者・関連企業が
ざっくばらんに本音でディスカッション

②関東支部「介護報酬改定を読み解く会」

介護福祉経営士活動レポート  Vol.15

計画に盛り込む具体的内容
表

事業計画をたてるうえでの基礎知識及び基本的な考え方、押さ
えておきたい重点ポイントを学んだ北海道支部。その事業計画
作成にも関わる「介護報酬改定」の背景と活かし方を学ぶセミ
ナーを開催した関東支部。今回も、それそれのセミナーに参加
した介護福祉経営士にレポートしていただく。

●事業ドメイン
●事業成功の社会的背景
●市場規模＆予測
●競合他社状況
●他者メリット
　（利用者・家族、ステークホルダー・地域/社会）
●サービス内容
●サービス提供プロセス
●ビジネスモデル（どうやって儲けるのか）
●自社（事業所）の人員・組織体制
●設備とか
●収支計画（資金・財務）

オーロラ・ケアネット株式会社取締役
介護福祉経営士1級

出所：神内氏セミナー資料

葛巻 隆子氏

レポート：葛巻 隆子

レポート：能和 豊
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合格者の声
2018年1月からスタートした「CBT方式」で合格！
「介護と医療の融合」「全人医療・全人介護」を胸に変革を進めたい

正田 康行

やりがいは、ご利用者様に
いかに人生を楽しんでもらえるか

　中学生の時、体験学習で訪れた高齢者施設で「ありがと
う」の一言を言っていただいたことをきっかけに、人に感謝さ
れる喜び、誰かのために何かをする喜びを初めて感じ、福祉
の世界に興味を持つようになりました。
　実際に学んでいくなかで介護福祉の専門性やその難しさ
に悩みましたが、その人の生活全体を支えるために必要なこ
とは何かを考え実践していくなかで、専門職としてこれからの
介護福祉を変えていきたいと思い、仕事に励んでいます。
　ケアマネジャーの業務では直接介護に関わる場面はほとん
どありませんが、ご利用者様と他職種をマネジメントによって結
びつけ、協働して支援することで、ご利用者様にいかに人生を
楽しんでいただけるかを考えることにやりがいを感じます。本当
に些細なことですが、「あー、幸せだな。よかった」と、ご利用者
様が喜びを感じてくださることが、私にとっても喜びです。
　人の生活を支援し、その人が自分らしく生きていくためには
介護福祉・医療福祉の融合が必要と考えています。

CBT方式の試験で
介護福祉経営を学ぶ門戸が開かれた

　ケアマネジメントを行うなかで間接的に経営に関わる機会
が増えるようになり、自己学習を進めていた時に「介護福祉
経営士」を知りました。経営的な視点からより良質な介護
サービスを提供し、支援を必要としているクライエントの生活
を支えていく専門職であると思い、取得を決意。職務上、介
護保険分野を一通り理解できていたとはいえ、直接的に経
営に関わる職種ではないため、実践にどう展開していくのか

を理解する点が一番難しく思いましたが、今までの職場でマ
ネジメントを学んだ経験が合格へと繋がったと思います。そし
て、資格を取得した時から、自分の中に自信や責任感が生ま
れました。介護福祉経営について学ぶスタートラインに立つ
ことができた、というのが正直な感想です。
　受験にあたっては、何よりもCBT（Computer Based 
Test ing）方式の試験が始まったことで地方在住の人にも
受験するチャンスができたことが大きかったです。これまで
日程と場所の条件が厳しく、受験を諦めていましたが、同じ
悩みを持つ地方在住の方は多いと思います。CBT方式の試
験になったおかげで門戸が開かれた、と思います。

職員が専門職としての誇りを持ち
適切な評価を受ける職場にしていく

　「介護と医療の融合」「全人医療・全人介護」を、今の私の
使命として日々仕事を行っています。医療と介護福祉が融合
することで互いの専門領域の限界を取り払い、医療や介護
が必要になってもお仕着せのサービスではなく、利用者一人
ひとりが必要としている支援を受けることができるように、変
革していきたいと考えています。
　また、労働環境は介護福祉業界全体で決して良いとは言
えない現状があります。経営的な視点からも、適切なマネジメ
ントが行われ、職員一人ひとりが専門職としての誇りを持ち、
適切な評価を受けることのできる職場にしていきたいと考え
ています。
　医療や介護福祉による支援を必要としている方を、経営と
いう視点から支援できる人材の育成が、これからの日本の超
高齢社会を支えていくと思います。「介護福祉経営士」には、
日本的な介護福祉経営を推進してほしいと願っています。

●まさだ・やすゆき

出所：第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

KFKNews

医療法人碧会 しおりの里
介護福祉経営士2級
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団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、平成30年
度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。

中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・
介護サービスを切れ目なく受けることができる体制を整備

●中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養
護老人ホーム入所者の医療ニーズへの対応

●医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
●医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設
●ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
●認知症の人への対応の強化
●口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進
●地域共生社会の実現に向けた取組の推進

　会場から多く聞かれた発言であり、私の感想でもあるが、報酬改定を重ねるたび

に加算内容が複雑になり、加算の算定実務が煩雑になっている感がある。算定要件

の整備、請求業務など負担が大きいと感じられる中で、事業者として、また利用者に

とってもメリットがあるのかどうかの見極めが肝要となってくる。

　上条氏からは介護現場の実情、介護の仕事を魅力あるものにしていくためへの

思いをお聞きしたが、介護業界にあって最大の難題である人材確保については、今

回の改定では有効な手立てが示されていないと感じられる。最低賃金改定等に連

動した基本報酬とするなどの抜本的な見直しが必要、との発言も聞かれた。

セミナーを終えて

オフィスノワ代表
介護福祉経営士2級
能和 豊氏

平成30年度介護報酬改定

【主な事項】

改定率：＋0.54％

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進

介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・
重度化防止に資する質の高い介護サービスを実現

●リハビリテーションに関する医師の関与の強化
●リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
●外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等
の自立支援・重度化防止の推進
●通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の
導入
●褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者
への支援に対する評価の新設
●身体的拘束等の適正化の推進

【主な事項】

Ⅱ 自立支援・重度化防止に資する
質の高い介護サービスの実現

人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽
減、各種基準の緩和等を通じた効率化を推進

●生活援助の担い手の拡大
●介護ロボットの活用の促進
●定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和
●ICTを活用したリハビリテーション会議への参加
●地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻
度の見直し

【主な事項】

Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上

介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の
安定性・持続可能性を確保

●福祉用具貸与の価格の上限設定等
●集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給
限度基準額の計算方法の見直し等
●サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し
●通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
●長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

【主な事項】

Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた
制度の安定性・持続可能性の確保

平成30年度介護報酬改定の概要

介護福祉経営士テキストのご案内

実践編
全11巻
セット価格：
25,710円（税込）

基礎編
全10巻
セット価格：
23,660円（税込）

実践編
全11巻
セット価格：
25,710円（税込）

介護福祉経営士

1級試験 準拠

介護福祉経営士テキストシリーズは、
「介護福祉経営士」の試験科目に対応しています。

基礎編
全10巻
セット価格：
23,660円（税込）

介護福祉経営士

2級試験 準拠介護福祉
経営士テキスト
のご案内

「介護福祉経営士2級資格認定試験対策 
─ 合格サポートブック ─」がもらえる!!

●「介護福祉経営士テキスト」基礎編（10巻）各巻の重
要ポイントの解説を掲載
●予想問題を掲載
●第1回「介護福祉経営士2級」資格認定試験で実際
に出題された問題を一部掲載。

テキストのお申し込み、お問い合わせは株式会社日本医療企画ホームページへ
▶http://www.jmp.co.jp/

「合格サポート
ブック」とは

※解説は（株）日本医療企画によるものです。

いま
なら
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思いをお聞きしたが、介護業界にあって最大の難題である人材確保については、今

回の改定では有効な手立てが示されていないと感じられる。最低賃金改定等に連

動した基本報酬とするなどの抜本的な見直しが必要、との発言も聞かれた。

セミナーを終えて

オフィスノワ代表
介護福祉経営士2級
能和 豊氏

平成30年度介護報酬改定

【主な事項】

改定率：＋0.54％

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進

介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・
重度化防止に資する質の高い介護サービスを実現

●リハビリテーションに関する医師の関与の強化
●リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
●外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等
の自立支援・重度化防止の推進
●通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の
導入
●褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者
への支援に対する評価の新設
●身体的拘束等の適正化の推進

【主な事項】

Ⅱ 自立支援・重度化防止に資する
質の高い介護サービスの実現

人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽
減、各種基準の緩和等を通じた効率化を推進

●生活援助の担い手の拡大
●介護ロボットの活用の促進
●定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和
●ICTを活用したリハビリテーション会議への参加
●地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻
度の見直し

【主な事項】

Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上

介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の
安定性・持続可能性を確保

●福祉用具貸与の価格の上限設定等
●集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給
限度基準額の計算方法の見直し等
●サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し
●通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
●長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

【主な事項】

Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた
制度の安定性・持続可能性の確保

平成30年度介護報酬改定の概要

介護福祉経営士テキストのご案内

実践編
全11巻
セット価格：
25,710円（税込）

基礎編
全10巻
セット価格：
23,660円（税込）

実践編
全11巻
セット価格：
25,710円（税込）

介護福祉経営士

1級試験 準拠

介護福祉経営士テキストシリーズは、
「介護福祉経営士」の試験科目に対応しています。

基礎編
全10巻
セット価格：
23,660円（税込）

介護福祉経営士

2級試験 準拠介護福祉
経営士テキスト
のご案内

「介護福祉経営士2級資格認定試験対策 
─ 合格サポートブック ─」がもらえる!!

●「介護福祉経営士テキスト」基礎編（10巻）各巻の重
要ポイントの解説を掲載

●予想問題を掲載
●第1回「介護福祉経営士2級」資格認定試験で実際
に出題された問題を一部掲載。

テキストのお申し込み、お問い合わせは株式会社日本医療企画ホームページへ
▶http://www.jmp.co.jp/

「合格サポート
ブック」とは

※解説は（株）日本医療企画によるものです。

いま
なら

K100
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介護を予防する支え合いのまち
福岡県大川市

看護師のためのドラッカー入門
看護師のしごととくらしを豊かにするシリーズ③

詳しくは

●毎月20日発行
●定価：1,296円（税込）
●定期購読料：15,552円（税込）

介護ビジョン

最高の成果を生み出すマネジメント

ドラッカーが遺した
膨大な理論・名言の中から
看護に役立つエッセンスを凝縮！

職人気質の市民性がつくる
地域
特集

今月の
地域のニーズをすくい上げ
地域から超高齢社会を支えていくための
視点を具体的事例とともに掲載

　福岡県の南西部に位置する大川市。「家具のまち」として知られ、長年、身体を使う仕
事をしながら生活している市民が多い。人口約３万5,000人で高齢化率33.9％と高齢
化が進むなか、家具生産高日本一の木工産地の座を守り続けている。本特集では、倉重
良一市長が考える地域づくりのビジョンや、小学
生に認知症サポーター取得を促す小学校長と
いった次世代の地域づくりを担う人々の思いを紹
介する。
　第2特集では2018年度介護報酬改定に込めら
れた意図、今後の事業運営への影響を小濱道博
氏（小濱介護経営事務所代表）に解説いただく。

今月の
書籍紹介

2018年4月号
（2018年3月20日発売）

検 索

■著 者：牛越博文（パラマウントヘルスケア総合研究所長）
■定 価：1,620円（本体価格1,500円+税）
■体 裁：四六判・並製／160ページ
■ISBN：978-4-86439-626-4　C3030

著者略歴

新人からベテラン、管理職まで、自らを成長させ、日々の働き方が変わる
看護現場の課題を解決するヒントはドラッカーにあった！

日本生命保険相互会社に入社後、ドイツ、オーストリア、イギリス駐在中に医
療・介護関連の調査に携わる。日本生命退社後、厚生労働省所管（当時）の
研究機構等に属しながら、中医協・診療報酬改定関連業務担当、早稲田大学
エクステンションセンター講師を務め、テレビ朝日『ニュースステーション』
等に出演。社会医療法人の経営企画部長、有限責任監査法人トーマツ（デロ
イトトーマツ）勤務を経て現在、パラマウントヘルスケア総合研究所長。

＊マネジメントとは、予測不能な未来へ向かうための道標である
＊いかに知識が豊富でも「真摯さ」がなければ、成果は生まれない
＊優秀なリーダーは「直観」で行動する
＊看護部が達成すべき最大のミッションとは？……ほか

好評
発売中
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KFKNews

理 事 会 、支 部 、事 務 局 か ら の お 知 ら せ を お 伝 えし ま す

　「介護福祉経営士」資格認定試験は、2018（平成30）年1月より、全面的にCBT方式に移行しました。

　CBT方式の採用で、試験会場は全国約200会場に増え、自分の予定に合った日程、時間に受験すること

ができるようになりました。これにより、より多くの方々に受験機会が広がり、介護福祉業界のマネジメント

人材として活躍していただけるよう、受験しやすく役に立つ教育システムとして進化します。

　詳細は、本会ホームページ（http://www.nkfk.jp/）にて随時更新します。

【CBT方式による4つのメリット】

CBT方式とは……

1）自分のペースで無理なく学習。自信がついたら受験を申し込み。

→推薦図書に『介護福祉経営士テキスト』（全21巻、発行：日本医療企画）があります。

2）自分の予定に合った日程、時間にチャレンジできます。

→従来の試験日年3回（1級は年1回）から、年末年始を除き毎日受験可能です

　　（試験会場によって異なります）。

3）試験会場はご希望の会場を選べます。

→従来の全7～8会場から、全国約200会場に大幅に増えます。

4）試験が終わったらその場ですぐに合否をスピード判定。合格すれば証明書が発行されます。

CBTとはComputer Based Testingの略称で、問題用紙やマークシートなどの紙を使わず、パソコンで受験する
方式のテストです。特定の受験日に一斉実施する紙ベースの試験とは異なり、全国の会場にて随時（毎日※）受験が
可能となります。受験者は、会場と日程をWeb上で予約し、当日は会場のパソコンで受験します。

「介護福祉経営士」資格認定試験

試験が終わったらその場ですぐ！
合否を判定して証明書を発行します！

※年末年始を除く。試験会場によって異なります。
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介護の魅力と価値を高めるのはあなたです

●合格者の声
●介護福祉経営士
テキストのご案内
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●今月の「介護ビジョン」
●今月の書籍紹介
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イ ベ ント 掲 示 板介
護 福

祉 経
営 士 が

知って お き た い！
介護福祉経営士に必要な知識や情報が得られるイベントを、支部の研究
会を中心に紹介。スキルを磨き、経営士同士が切磋琢磨できる場として
人気の研究会も多いので、ぜひ参加しよう。

生活習慣病の重症化予防には、医療に加え生活習慣改善が欠かせない。本
セミナーでは「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を中心に、その制度の
狙いと糖尿病重症化予防＋減塩に地域ぐるみで取り組み、すでに透析阻止
のアウトカムを出している先駆エリアの事例とその手法を紹介する。

【東京会場】
■日時：2018年4月8日（日）13：00～16：30
■会場：東医健保会館大ホール（東京都新宿区南元町4）
■受講料：無料
■定員：250名
【大阪会場】
■日時：2018年4月22日（日）13：00～16：30
■会場：國民會館武藤記念ホール大ホール（大阪府大阪市中央区大手前2-1-2）
■受講料：無料
■定員：200名

■日時：2018年4月21日（土）9：30／受験説明　10：00～12：00／試験
■内容：1.コンピュータ採点により、現段階での合格率を判定。後日、成績表を送付。

2.当日に解答・解説集をお渡し
3.最新攻略本『2018年版ケアマネジャー試験対策  過去問題解説集2010～2017年』

                （定価3,800円＋税）付き
※1法人10名様以上から出前模擬試験も可能です。

■会場：株式会社日本医療企画北海道支社セミナールーム
             （北海道札幌市中央区南1条西6丁目15-1 札幌あおばビル201）  
■受験料：5,500円 ※税込
■定員：20名
             ※参加者が10名に満たない場合は開催を中止することもあります

株式会社日本医療企画
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

日本医療企画

株式会社日本医療企画
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

介護現場は、経営人材とICT活用でここまで変わる！
次世代介護経営セミナー

2018年度介護報酬改定を受けて、経営環境が大きく変わるなかで、「ICT活用
による介護記録の電子化」による業務改善・経営効率化、あるいはICT導入の
推進役としての経営人材の役割について紹介する介護経営セミナー。

■日時：2018年5月18日（金）14:00～17:00
■講師：
　荒井信雄氏（株式会社さくらケア代表取締役）
　福島成典氏（株式会社ロジック取締役）
　吉田真一氏（株式会社でぃぐにてぃ代表取締役）
■会場：日本医療企画　ニッテン神田ビルセミナールーム
　　 　（東京都千代田区神田東松下町17番地 ニッテン神田ビル3階）
　　 　※2018年4月に「もとみやビル」より改称
■参加費：協会会員3,000円、一般5,000円
■定員：50名
　　　 ※定員になり次第、締め切らせていただきます
■後援：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会

日本医療企画

名古屋国際見本市委員会事務局・
（公財）名古屋産業振興公社
TEL.052-735-4831

お問い合わせ

第21回国際福祉健康産業展
～ウェルフェア2018～
少子高齢社会の進展と社会福祉を取り巻く環境が大きく変化しつつある中、全
ての人々のQOL（クオリティ オブ ライフ）をサポートする製品・サービ ス・技術
を幅広く展示紹介する中部地区最大の福祉・健康産業展。共催フェアとして「お
やのため、わたしのための総合施設展」「おやのため、わたしのためのシニアラ
イフフェア」も開催される。

■日時：2018年5月17日（木）～19日（土）10：00～17：00
■会場：ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）
　　　 （愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地）
■入場料：無料

名古屋国際見本市委
員会

公益財団法人名古屋
産業振興公社

医療・行政連携と減塩で進める
重症化予防セミナー

本試験を徹底分析した2017年度（昨年度）の問題で力試し！ この時期に本試
験同等レベルの問題に触れることで苦手分野を見つけだし、本試験に向け
て、ポイントを絞った勉強法に活用しよう。

株式会社日本医療企画 北海道支社
TEL.011-223-5125お問い合わせ

お問い合わせ

日本医療企画

株式会社日本医療企画
TEL.03-3256-2863

お問い合わせ

～イキイキと輝いて、看護するために～睡眠セミナー
睡眠習慣を整え、キラキラ輝く私に!!

成熟した日本は、24時間社会になりインターネットはいつでも世界とつながり、生
活は快適、便利になった。その社会で普通に生活しているだけでも、人間が本来
備えている体内時計が乱れ、結果、不定愁訴を感じたり、睡眠にトラブルを抱える
人の割合が増えてきている。眠りのメカニズムを学び、目覚めのよい朝を迎える
ヒントになる内容をお話しする。

■日時：2018年4月28日（土）13：00～14：30
■講師：臼杵礼司氏（東洋羽毛工業株式会社、睡眠健康指導士 上級）
■会場：日本医療企画 ニッテン神田ビルセミナールーム
            （東京都千代田区神田東松下町17番地 ニッテン神田ビル3階）
            ※2018年4月に「もとみやビル」より改称
■参加費：無料
■定員：50名

日本医療企画

どこよりも早い！
ケアマネジャー受験対策模擬試験

■日時：2018年2月17日（土）、3月10日（土）、4月21日（土）、5月19日（土）各回14：00～17：00
■内容：2月17日（土） 経営企画部門の役割と求められるスキル

3月10日（土） データの戦略的活用法
4月21日（土） 社会保障政策の読み方、活かし方
5月19日（土） 広報戦略とマーケティング

■講師：石井富美氏（多摩大学医療・介護ソリューション研究所フェロー）
■会場：上田公認会計士事務所セミナールーム
　　　 （大阪府大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル2F）
■受講料：協会会員（全4回）10,000円（各回）3,000円

一般（全4回）15,000円（各回）4,000円
※税込 ※終了後、懇親会を予定（自由参加、会費4,000円）

■定員：35名

「わかる」を「できる」にする4つのメソッドで“一歩先行く”経営士を目指す、全
4回のゼミ。研究会終了後には、懇親会も予定している。

株式会社日本医療企画 関西支部
TEL.06-7660-1761お問い合わせ

お問い合わせ

関西支部

医療経営士・介護福祉経営士 合同研究会
経営人材としての総合力を高める 石井ゼミ

【介護福祉経営士 活動レポート Vol.15】

事業計画作成には、ビジョン実現の
ストーリーと根拠の明示が重要！

①北海道支部「介護業界の事業計画の作り方」

介護事業者・関連企業が
ざっくばらんに本音でディスカッション

②関東支部「介護報酬改定を読み解く会」

事業計画作成には、ビジョン実現の
ストーリーと根拠の明示が重要！

介護福祉経営士
活動レポート Vol.15

2

①北海道支部
  「介護業界の事業計画の
    作り方」

②関東支部
  「介護報酬改定を読み解く会」

①北海道支部「介護業界の事業計画の作り方」

介護事業者・関連企業が
ざっくばらんに本音でディスカッション

②関東支部「介護報酬改定を読み解く会」

K100


