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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。

■日時：2018年6月16日（土）13：30～15：30
■講師：田中保男氏（株式会社みらい経営 ヘルスケアコンサルティング事業部
             シニアマネージャー、介護福祉経営士）
■会場：日本医療企画中部支社セミナールーム
　　　 （愛知県名古屋市中区栄2-12-12　アーク栄白川パークビル3階）
■参加費：協会会員1,000円、一般2,000円　※税込
■定員：50名
　　     ※先着順
　　     ※開催最少人数に満たない場合、開催を中止させていただくことがあります。
■後援：日本介護福祉経営人材教育協会東海支部　他

介護保険導入、その後の数々の報酬改定を経て、社会福祉法人は日本の介護
のプロとして地域社会の介護・福祉の中心的役割を果たしてきたといっても
過言ではない。今回の改定を踏まえ、地域包括ケアシステムの構築への流れ
の中で、社会福祉法人として今後何をすべきか、4つの柱で解説する。

株式会社日本医療企画 中部支社
TEL.052-209-5451

お問い合わせ

社会福祉法人に大いに期待する未来
～地域包括ケアシステムを分解して考える
    “社会福祉法人の次の一手！”～

■日時：2018年6月30日（土）10：00～17：00
■内容：
　10：00～　受付開始
　10：30～12：00　講義「MVWが目指す人材育成、研修の概要等」
　12：00～13：00　昼食・休憩（各自でご準備ください）
　13：00～16：00　事業所視察 （事務局で送迎）
　　　　　　　　 （通所介護、児童放課後デイ、小規模多機能等を予定）
　16：00～17：00　意見交換会
 ※意見交換会の会場から「JR長崎駅」までは送迎いたします
■会場：「長崎ブリックホール3階　会議室1」にて集合。
講義、昼食ののち、事業所視察を行います（事務局にて送迎）。
長崎ブリックホール（長崎県長崎市茂里町2-38）

■参加費：協会会員1,500円、一般2,500円　※税込
■定員：10名　※定員になり次第、締め切らせていただきます。
参加を希望される方は6月22日（金）までにお申込みください。

“輝きながら働き続けられる職場づくり”を重視した研修の概要やキャリア
アップの仕組みを学び、実際の事業所を視察する。視察後はグループワーク
を行い、介護職員の確保や人材育成について考える。

日本介護福祉経営人材教育協会 九州支部
（株式会社日本医療企画 九州支社 内）
TEL.092-418-2828

お問い合わせ

第37回 介護経営研究会「視察＆施設研究」in長崎

■日時：2018年6月30日（土）
　　　 セミナー　9：00～17：20
　　　 懇親会　17:30～19:30
■会場：TKP札幌駅カンファレンスセンタ－
　　　 （北海道札幌市北区北7条西2丁目9 ベルヴュオフィス札幌3F）
■参加料金：
　セミナー　医療経営士・共催団体職員4,500円、一般5,000円
　懇親会　  医療経営士・共催団体職員4,500円、一般5,000円
　※税込
■共催：北海道大学病院、札幌医科大学附属病院

「変革期の病院経営̶次世代病院リーダーのための基礎力向上セミナー」を
テーマに、基調講演、5つの講演、パネルディスカッションと盛り沢山の内容と
なっている。

一般社団法人日本医療経営実践協会
TEL.03-5296-1933

お問い合わせ

北海道 次世代病院経営者セミナー2018
変革期の病院経営
̶次世代病院リーダーのための基礎力向上セミナー̶
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九州支部

■日時：2018年7月14日（土）、9月1日（土）、11月10日（土）
全3回14：00～17：00

■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：PARM-CITY131 貸会議室
            （宮城県仙台市青葉区一番町3-1-16）
■受講料：協会会員（全3回）12,000円（各回）5,000円
　　　　  一般（全3回）27,000円（各回）10,000円
　　　　  ※税込
■定員：各回30名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
■共催：株式会社日本医療企画　他

全国で開催中の“石井ゼミ” が、東北で開催される。東北の医療・介護福祉・栄養
3経営士が一堂に会し、イノベーションを起こす人材になるために必要な知識・
スキルを習得するとともに、新たな東北ネットワークの構築に活用してほしい。

株式会社日本医療企画 東北支社
TEL.022-281-8536

お問い合わせ

医療・介護・栄養でイノベーションを起こすための
“石井ゼミ” in 東北

東北支部

日本医療企画日本医療経営実践協
会

■内容：
　2018年6月23日（土）14：00～17：00
　～地域連携・ポリファーマシー・薬価改定～
　『2018年度ダブル改定から見えてきた、地域における薬剤師・薬局の役割と実際』
　濵崎勲氏（うえろく株式会社、認知症ケア専門士、シニア住宅相談員）
　真野有紀氏（上六薬局 管理薬剤師）
　2018年7月21日（土）14：00～17：00
　～怒りをコントロールして良好な対人関係構築へ！～
　『アンガーマネージメント実践講座』　
　廣井典子氏（ひろい社会保険労務士事務所）
■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（各回）1,500円、一般（各回）3,000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　※定員になり次第、締め切らせていただきます。

3経営士にとって“現場で役立つ”“すぐに使える”実践的な情報を、講義とグ
ループワークを通じて発信する。

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL.06-1776-1761

お問い合わせ

医療経営士・介護福祉経営士・栄養経営士
関西支部合同研究会

日本医療企画

■日時：2018年7月7日(土)13：00～17：00
■内容：
　講義1「今求められるオーラルマネジメントとは」
　松尾浩一郎氏（藤田保健衛生大学医学部歯科教授）
　講義2「現場で使える口腔ケアの手技と実践」
　三鬼達人氏（藤田保健衛生大学病院看護長、摂食・嚥下障害看護認定看護師）
　※講演内容等は変更する場合がございます。
■会場：福岡国際会議場　404会議室(福岡県福岡市博多区石城町2-1) 
■参加費：3,000円　※税込
■定員：100名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。

安全な経口摂取にはオーラルマネジメントの視点が重要。本セミナーは、口腔
アセスメントと口腔ケアの基礎から実践まで、実技を取り入れながらしっかりと
習得する。

株式会社日本医療企画 九州支社
TEL.092-418-2828

お問い合わせ

看護師スキルアップセミナー
看護師のための口腔の評価とケアセミナー
～基礎と実践～ in 福岡

日本医療企画
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地域包括ケア時代の看護師の役割

　2018年度診療報酬・介護報酬改定のキーワードは、
「地域包括ケアシステムの構築」と「医療機能の分化・強
化、連携の推進」。従来の病院完結型から、医療・ケアと
生活が一体化した地域完結型の体制への転換は、今次
改定を経てますます加速していく。
　地域包括ケアシステムでは、多くの職種や関係機関
が連携し、チームでケアを提供することがポイント。患
者・利用者のQOL向上をめざして、それぞれの専門性を
適切に発揮し、質の高い医療・ケアを効率的に提供する
ことが求められている。それを実現するためにマネジメン
トが不可欠であり、適任者として看護師に寄せられる期
待が高まっているのである。
　現状の看護師の役割を振り返ってみよう。まず医療機
関においては、病状に応じたタイムリーな看護と、退院後
のその人らしい生活を支援する看護が求められる。一
方、在宅を中心とした介護現場では、悪化予防や異状の
早期発見と、最期までその人らしい療養生活を支援する
看護が求められている。高齢化が進むなかで、単一疾患
ではなく複数疾患を持つ患者が増えており、なおかつ生

活環境の個別性を踏まえなければ退院支援は難しいこ
とから、医療・介護のいずれの現場でも“総合的な看護”
が必要である。したがって看護師には、さまざまな情報
を統合し、総合的に判断・対応できるマネジメント能力
が要求されているのである。

施設看護師に求められる能力

　介護福祉経営士が持つ判断力、コミュニケーション
能力、問題解決能力は、施設に勤める看護師の武器とな
るであろう。
　介護施設は病院に比べて医療専門職の人数が圧倒
的に少ない。また、常勤医師がいない施設種別もある。
そのため、患者の急変が起きたときに看護師が状況を
見立てる場面が多くなるため、適切な判断力が必要と
なる。
　また、介護施設において介護職は入居者と接する時
間が長く、一番近くで様子を見ているため、入居者の変
化に最初に気づくことが多い。介護職の気づきは、入居
者の急変時に看護師が見立てを行う助けになる。その
ため介護施設で働く看護師には、介護職との協力関係

を築けるような高いコミュニケーション能力が求められ
る。もちろん施設内外の医療専門職との「橋渡し役」も重
要なミッションであろう。
　それゆえに介護施設において、看護師は経営幹部とし
ての役割が期待されていることが多い。つまり経営者と
介護職の間に立って、施設のケアの水準を高めるために
現状を分析し、課題を発見して改善・解決に取り組む
キーパーソンなのである。
　「介護福祉経営士」の資格取得にチャレンジする看護
師がジワジワと増えている背景には、このような看護師
の位置づけの変化がうかがえる。将来的には、マネジメ
ント力を身につけた看護師が地域包括ケアシステムをけ
ん引するケースも増えていくだろう。

現場を指導・教育していく

　2017年12月、当会関東支部の第８回「未来志向型
介護経営研究会」において、現場の実状とこれからの介
護経営にのぞむポイントについて介護現場で活躍する

看護師に語っていただき、「看護師に選ばれる職場づく
り」「ケアの質を高める看護と介護の連携構築」のヒント
を探った。
　そのなかで小谷洋子氏（有料老人ホームカーサプラ
チナ花小金井看護師）は、現場の看護師が経営的観点
からアプローチできる介護現場づくりの第一歩として、
「看護・介護の共通言語化」を挙げた。具体的には、看
護職と介護職を分断しているフラストレーションを解消
すれば、業務の効率化が進み、時間の余裕が生まれ
る。その時間を活用してインセンティブにつながる研修
に参加する機会を増やすことで、やりがいを持てる職場
環境が整備できる。このような好循環を進めるのが施
設看護師の役割であり、実践に必要なスキルとノウハウ
を得るためには「介護福祉経営士」の資格取得が有効
であると言える。

　実際に「介護福祉経営士」の資格取得がどのような効
果をもたらしているのだろうか。2人の看護師にお話を
伺った。
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病院完結型から地域完結型の医療・介護にシフトしていくなかで、看護師が担う役割がますます大きくなって
いる。医療的な支援はいうまでもなく、高齢者の在宅・施設生活を支える多職種連携のキーパーソンとして、
良質なサービスを継続的に提供するためのマネジメントスキルが求められている。

「介護福祉経営士」を取得した看護師の 声

私は、看護師として病院に勤務していた5年前に医

療経営士を取得しその知識を活用していたところ、

2年前に当施設に転勤となり、その際に介護福祉経営士も取

得しました。

　介護現場は「一生懸命である」「頑張っている」など情緒的

評価であることが多いと思います。介護福祉経営士資格の

学習を通じて、職場の労務、人事、サービスなどを数値化し

て内外双方の情報の収集・整理・提供を行い、サービスの質

の向上につなげられるよう心掛けています。

　そのようなことが施設の健全な運営を生み、職員のやる

気向上を導くことができるのは、介護福祉経営士で得た知

識の賜物だと思います。

施設においては、入居者が重度化し、地域包括ケア

システムの構築という命題の中、医療と介護のシー

ムレスな適切なケアをどう具現化していくのか、在宅におい

ては、震災を経験し激減した利用者の新たな獲得という、大

きな課題が目の前にありました。

　そんななかで、介護福祉経営士を受験。学習する中身は多

岐にわたっており、今後の課題を紐解いていく瞬間でした。

　地域共生社会の実現に向けて、複合施設のメリットを活

かした多職種による医療と介護の一体化を推進、職員の個

性を活かす転換期を迎えました。現在は介護をバックアップ

する姿勢を維持し、自立支援・重度化防止に向けた科学的介

護の実現と人材育成に奔走中です。

図表 看護師の役割

社会医療法人社団 順江会
介護老人保健施設 かがやきライフ江東
認知症高齢者グループホーム
サンライズホーム 療養部長　
（東京都）

（熊本県）

木村 由起子

社会福祉法人 健成会　
特別養護老人ホーム みゆき園
施設長・在宅綜合支援センター長

中村 阿紀子

■24時間を通じ、患者の最も身近にいる医療専門職として第一線で、状態の変化を即座に察知し、必要な医療・看護をタ
イムリーに提供 
■常に予防的視点に立ち、尊厳を持ってその人らしく生活できるようその人の生きる力を引き出しながら支援 
■チーム医療のキーパーソンとして、「医療｣と｢生活｣の両方の視点を持って全体を見通し、状態の変化に合わせて、必要
な時に必要なサービスが提供されるよう、医療・介護などのサービス全体を統合的にマネジメントして暮らしをまもる
■穏やかに死を迎えられるように支援

出典：第8回未来志向型介護経営研究会 小谷洋子氏講演資料
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地域包括ケア時代の看護師の役割

　2018年度診療報酬・介護報酬改定のキーワードは、
「地域包括ケアシステムの構築」と「医療機能の分化・強
化、連携の推進」。従来の病院完結型から、医療・ケアと
生活が一体化した地域完結型の体制への転換は、今次
改定を経てますます加速していく。
　地域包括ケアシステムでは、多くの職種や関係機関
が連携し、チームでケアを提供することがポイント。患
者・利用者のQOL向上をめざして、それぞれの専門性を
適切に発揮し、質の高い医療・ケアを効率的に提供する
ことが求められている。それを実現するためにマネジメン
トが不可欠であり、適任者として看護師に寄せられる期
待が高まっているのである。
　現状の看護師の役割を振り返ってみよう。まず医療機
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病院完結型から地域完結型の医療・介護にシフトしていくなかで、看護師が担う役割がますます大きくなって
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図表 看護師の役割

社会医療法人社団 順江会
介護老人保健施設 かがやきライフ江東
認知症高齢者グループホーム
サンライズホーム 療養部長　
（東京都）

（熊本県）

木村 由起子

社会福祉法人 健成会　
特別養護老人ホーム みゆき園
施設長・在宅綜合支援センター長

中村 阿紀子

■24時間を通じ、患者の最も身近にいる医療専門職として第一線で、状態の変化を即座に察知し、必要な医療・看護をタ
イムリーに提供 
■常に予防的視点に立ち、尊厳を持ってその人らしく生活できるようその人の生きる力を引き出しながら支援 
■チーム医療のキーパーソンとして、「医療｣と｢生活｣の両方の視点を持って全体を見通し、状態の変化に合わせて、必要
な時に必要なサービスが提供されるよう、医療・介護などのサービス全体を統合的にマネジメントして暮らしをまもる
■穏やかに死を迎えられるように支援

出典：第8回未来志向型介護経営研究会 小谷洋子氏講演資料
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合格者の声
利用者や職員の間をつなぐことができるよう
「介護福祉経営士」を学んでいく

中澤明子・前本会理事兼東海支部長が本年5月12日に逝去されました。享年74歳でした。
「介護福祉経営士」の普及にご尽力された中澤様に哀悼の意を表し、謹んでご冥福をお祈りします。

中澤明子・前本会理事兼東海支部長
（社会福祉法人せんねん村名誉村長・医療法人仁医会理事）

亘 美紅

祖母を介護していた経験が
介護福祉の道に進ませた

　現在、特別養護老人ホームにて介護に携わっております。
高校を卒業後に入社して、今年で7年目に入ります。
　中学生の頃、自宅で祖母を介護していた時期があり、その
介護のなかで後悔していることがあります。それを二度と繰
り返したくないこと、そしてその苦い思い出から逃げたくな
かったということが、私が介護福祉の道に進んだ理由だっ
たのだと思います。
　今、働くなかで喜びを感じるのは、相対した方が「その人
自身」を表してくださったり、安心してくださっていると感じた
ときです。その人の心や温もりは力になると思いますし、それ
をその方の大切な方々に受け渡すお手伝いができたとした
ら感無量です。

自分にできることをするために
「介護福祉経営士」を受験

　これまで、自分なりに介護福祉士として勉強してきました
が、「介護福祉経営士」のような福祉系の経営を学べる資
格は初めて目にするもので、とても新鮮で目を引きました。
　現在の業界がとても不安定であることは感じています。
一介の介護職である私が経営者になるつもりはないので
すが、経営のことをきちんと学べば上司の考えがわかるか
もしれない、さらに介護福祉士の一人として人財育成や介
護サービスの向上に貢献できるようになり、職員もご利用
者様も笑えるような環境づくりのお手伝いができるかもし

れない。そうであれば、私にできることをしたいと思い受験
しました。
　試験勉強は、時間のある時にひたすら「介護福祉経営
士テキストシリーズ」を読んでいました。受験対策講座を
受講したことでわかったことも多かったと思います。勉強を
通して一番役立ったことは、自身の理念や各職種の理念
を把握できたこと、また指導する際のポイントを押さえるこ
とができたことです。
　それでもまだ理解が足りないところは、引き続きテキスト
を読み返していくつもりです。関連書籍を読むことも理解を
深める手段だなと感じています。

ご利用者様の願いを支えられる
そんな人間になりたい

　私の理念は“「あなた」と生きるを支える”です。ご利用者
様がどんな方で、どんなふうに生きたいと願うかは千差万
別だと思いますが、その願いを支えられるような人間にな
りたいです。そのためにも、私は私にできることを増やし、今
後も人と人をつなぐ学問を学び、潰されず自立できるよう、
「介護福祉経営士」で経営について学びたいと思います。
　そして身につけたことを、ご利用者様や職員、会社がお
互いに良い関係を築いていけるように、私が教えられるこ
とを伝えていきたいと思います。
　専門職同士では理解するための対話が不足していると
ころがあるように思うので、よい形になるように、間に入っ
て一緒につくっていけたらなと思います。そうして現状を改
善することで、良い関係づくりができれば素敵です。

●わたり・みく
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社会福祉法人坂城福祉会 特別養護老人ホームさかき美里園
介護福祉経営士2級

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

第3回「介護福祉のみらい」作文コンクール 作品募集開始
私たちだから伝えられることがある̶̶

一人ひとりの想いが、介護福祉の新たな未来を創ります。これからの社会を担うみなさんの声を届けてください。

【応募要項】
将来を担う中学生、高校生が介護や福祉の大切さを知り、未来について考え発表する機会とします。

以下のテーマ（課題）の中から好きなものを一つ選んで、あなたが感じること、考えることを自由に書いてください。

それぞれ「中学生の部」「高校生の部」を表彰。いずれも若干名とする。
受賞者には所属する学校において賞状・副賞の授与を行います。

一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会
「『介護福祉のみらい』作文コンクール」事務局

〒101-0042　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
TEL.03-3256-0571（平日のみ　10：00～12：00、14：00～17：00）
メールアドレス：kaigo_sakubun2018@nkfk.jp

■中学生の部／
　高校生の部

●介護や福祉に関する実体験等を通して感じたこと、考えたこと
●自分の老後を想像して考えたこと
●これからの介護や福祉に関する私の意見

最優秀賞／優秀賞 、他 ［賞状・副賞］

中学生、高校生の方
2018年4月2日（月）～6月29日（金） ※郵送の場合は必着

【趣　　旨】

【募集期間】

【応募資格】

【応募方法】

【表　　彰】

【 テーマ 】

・1,200字以内（原稿用紙、ワープロ原稿、縦書き、横書き、いずれも可。書式自由）
※応募に関しては、ホームページ（http://www.nkfk.jp/sakubun2018/）に詳細が掲載されてます。
　学校単位での応募はホームページをご確認ください。

お問い合わせ・お送り先

　1943年満州・新京特別市に生まれる。1967年9月、整形外科医である夫の開業に
伴い、事業専従者として事業企画・総務的事務・渉外などすべて学びながら手がけ
る。医療法人化、社会福祉法人設立などを経て、社会福祉法人せんねん村総合施設
長などを務めた。
　近著に『いのちの輝きにふれていたい̶̶特養「せんねん村」魂のきずな』（中部経
済新聞社）がある。
　「介護保険事業は、税金や保険料といった公的なお金で成り立っている以上、しっか
りしたサービスを提供しなければ、国民に申し訳ない。それにもかかわらず、経営につい
ては二の次にされてきたと思います。これからは介護現場にもマネジメントやリーダー
シップ教育の導入が必要です。介護福祉経営士がスタンダードになって、経営人材を育
てるプラットフォームになるのではないでしょうか」と期待を寄せておられました。
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　専門職同士では理解するための対話が不足していると
ころがあるように思うので、よい形になるように、間に入っ
て一緒につくっていけたらなと思います。そうして現状を改
善することで、良い関係づくりができれば素敵です。

●わたり・みく

KFKNews

社会福祉法人坂城福祉会 特別養護老人ホームさかき美里園
介護福祉経営士2級

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

第3回「介護福祉のみらい」作文コンクール 作品募集開始
私たちだから伝えられることがある̶̶

一人ひとりの想いが、介護福祉の新たな未来を創ります。これからの社会を担うみなさんの声を届けてください。

【応募要項】
将来を担う中学生、高校生が介護や福祉の大切さを知り、未来について考え発表する機会とします。

以下のテーマ（課題）の中から好きなものを一つ選んで、あなたが感じること、考えることを自由に書いてください。

それぞれ「中学生の部」「高校生の部」を表彰。いずれも若干名とする。
受賞者には所属する学校において賞状・副賞の授与を行います。

一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会
「『介護福祉のみらい』作文コンクール」事務局

〒101-0042　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
TEL.03-3256-0571（平日のみ　10：00～12：00、14：00～17：00）
メールアドレス：kaigo_sakubun2018@nkfk.jp

■中学生の部／
　高校生の部

●介護や福祉に関する実体験等を通して感じたこと、考えたこと
●自分の老後を想像して考えたこと
●これからの介護や福祉に関する私の意見

最優秀賞／優秀賞 、他 ［賞状・副賞］

中学生、高校生の方
2018年4月2日（月）～6月29日（金） ※郵送の場合は必着

【趣　　旨】

【募集期間】

【応募資格】

【応募方法】

【表　　彰】

【 テーマ 】

・1,200字以内（原稿用紙、ワープロ原稿、縦書き、横書き、いずれも可。書式自由）
※応募に関しては、ホームページ（http://www.nkfk.jp/sakubun2018/）に詳細が掲載されてます。
　学校単位での応募はホームページをご確認ください。

お問い合わせ・お送り先

　1943年満州・新京特別市に生まれる。1967年9月、整形外科医である夫の開業に
伴い、事業専従者として事業企画・総務的事務・渉外などすべて学びながら手がけ
る。医療法人化、社会福祉法人設立などを経て、社会福祉法人せんねん村総合施設
長などを務めた。
　近著に『いのちの輝きにふれていたい̶̶特養「せんねん村」魂のきずな』（中部経
済新聞社）がある。
　「介護保険事業は、税金や保険料といった公的なお金で成り立っている以上、しっか
りしたサービスを提供しなければ、国民に申し訳ない。それにもかかわらず、経営につい
ては二の次にされてきたと思います。これからは介護現場にもマネジメントやリーダー
シップ教育の導入が必要です。介護福祉経営士がスタンダードになって、経営人材を育
てるプラットフォームになるのではないでしょうか」と期待を寄せておられました。

K100
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「温泉×介護」で始める
新たな地域づくり

生老病死と介護を語る
―― 他者への献身が豊かな人格を創る

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

人間の“生老病死（四苦）”は、生きる苦しみ、
老いる苦しみ、病む苦しみ、死の苦しみを言い、
“介護”は他者の四苦に対する慈悲の行為である。
“介護”という他者への献身は、
その人の生活の全てに関わり、
その人の倖に貢献しながら、
自らの人格をも豊かに形づくる優れた聖業である――。 時田 純 著

行善寺温泉・鹿教湯温泉・かみのやま温泉
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

　日本には数多くの温泉街や名湯が存在する。近年では、「健康」をキーワードに観光
客を誘致する地域や、住民のために温泉を利用して介護予防施策や福祉的なコミュニ
ティの構築に取り組む例もある。
　本特集では、石川県白山市にある行善寺
温泉、長野県上田市にある鹿教湯温泉、山
形県上山市にあるかみのやま温泉、この３つ
の温泉の「温泉×介護」の力と新しい地域づ
くりへの活用・介護事業に活かす方策を模
索する。

今月の
書籍紹介

2018年6月号
（2018年5月20日発売）

検 索

■発　行：株式会社日本医療企画
■定　価：2,000 円（税別）
■A5判／並製／320頁（予）
■ISBN 978-4-86439-676-9

社会福祉法人 小田原福祉会 理事長
高齢者総合福祉施設 潤生園 園長
一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会
副代表理事

本書は、「人は人として存在するだけで尊い」との理念を掲げ、これまで40年以上かけ
て小田原市内を中心に福祉の種をまき、育ててきた小田原福祉会の軌跡をまとめた
ものです。

半生を賭けて介護の質の向上に取り組み、90歳の今も日々挑戦する時田氏。
「介護は世の中でもっとも優れた聖業である」「介護は優れた人間教育の場」など、介
護福祉そして人間のあるべき姿を躍然と語ります。

6月発行

本会副代表理事書きおろし！
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理 事 会 、支 部 、事 務 局 か ら の お 知 ら せ を お 伝 えし 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。
→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
1級合格後は「実践研修」が受講できる！

※年末年始を除く。試験会場によって異なります。

開催決定

国際化が進む日本の介護――国境を越えた介護文化の連携を目指して――
【開催会場】福岡県中小企業振興センター

第3回

全国介護福祉
総合フェスティバル in 福岡

今年度の「全国介護福祉総合フェスティバル」開催が決定！
詳細は決定次第、当会ホームページ等にてご案内いたします。
（写真は昨年の様子）

2018年9月29日（土）9月30日（日）開催!

「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。
詳細は、本会ホームページ（http://www.nkfk.jp/）にて随時更新します。
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一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会 事務局
☎ 03-3256-0571　http://www.nkfk.jp
制作：株式会社日本医療企画
編集・発行人：林　諄
〒101-0042　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

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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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。

■日時：2018年6月16日（土）13：30～15：30
■講師：田中保男氏（株式会社みらい経営 ヘルスケアコンサルティング事業部
             シニアマネージャー、介護福祉経営士）
■会場：日本医療企画中部支社セミナールーム
　　　 （愛知県名古屋市中区栄2-12-12　アーク栄白川パークビル3階）
■参加費：協会会員1,000円、一般2,000円　※税込
■定員：50名
　　     ※先着順
　　     ※開催最少人数に満たない場合、開催を中止させていただくことがあります。
■後援：日本介護福祉経営人材教育協会東海支部　他

介護保険導入、その後の数々の報酬改定を経て、社会福祉法人は日本の介護
のプロとして地域社会の介護・福祉の中心的役割を果たしてきたといっても
過言ではない。今回の改定を踏まえ、地域包括ケアシステムの構築への流れ
の中で、社会福祉法人として今後何をすべきか、4つの柱で解説する。

株式会社日本医療企画 中部支社
TEL.052-209-5451

お問い合わせ

社会福祉法人に大いに期待する未来
～地域包括ケアシステムを分解して考える
    “社会福祉法人の次の一手！”～

■日時：2018年6月30日（土）10：00～17：00
■内容：
　10：00～　受付開始
　10：30～12：00　講義「MVWが目指す人材育成、研修の概要等」
　12：00～13：00　昼食・休憩（各自でご準備ください）
　13：00～16：00　事業所視察 （事務局で送迎）
　　　　　　　　 （通所介護、児童放課後デイ、小規模多機能等を予定）
　16：00～17：00　意見交換会
 ※意見交換会の会場から「JR長崎駅」までは送迎いたします
■会場：「長崎ブリックホール3階　会議室1」にて集合。
講義、昼食ののち、事業所視察を行います（事務局にて送迎）。
長崎ブリックホール（長崎県長崎市茂里町2-38）

■参加費：協会会員1,500円、一般2,500円　※税込
■定員：10名　※定員になり次第、締め切らせていただきます。
参加を希望される方は6月22日（金）までにお申込みください。

“輝きながら働き続けられる職場づくり”を重視した研修の概要やキャリア
アップの仕組みを学び、実際の事業所を視察する。視察後はグループワーク
を行い、介護職員の確保や人材育成について考える。

日本介護福祉経営人材教育協会 九州支部
（株式会社日本医療企画 九州支社 内）
TEL.092-418-2828

お問い合わせ

第37回 介護経営研究会「視察＆施設研究」in長崎

■日時：2018年6月30日（土）
　　　 セミナー　9：00～17：20
　　　 懇親会　17:30～19:30
■会場：TKP札幌駅カンファレンスセンタ－
　　　 （北海道札幌市北区北7条西2丁目9 ベルヴュオフィス札幌3F）
■参加料金：
　セミナー　医療経営士・共催団体職員4,500円、一般5,000円
　懇親会　  医療経営士・共催団体職員4,500円、一般5,000円
　※税込
■共催：北海道大学病院、札幌医科大学附属病院

「変革期の病院経営̶次世代病院リーダーのための基礎力向上セミナー」を
テーマに、基調講演、5つの講演、パネルディスカッションと盛り沢山の内容と
なっている。

一般社団法人日本医療経営実践協会
TEL.03-5296-1933

お問い合わせ

北海道 次世代病院経営者セミナー2018
変革期の病院経営
̶次世代病院リーダーのための基礎力向上セミナー̶

【介護福祉経営士 活動レポート Vol.17】

もしも、看護師が
介護福祉経営士資格を
取ったら

もしも、看護師が
介護福祉経営士資格を
取ったら

介護福祉経営士
活動レポート Vol.17

2

もしも、看護師が
介護福祉経営士資格を取ったら

九州支部

■日時：2018年7月14日（土）、9月1日（土）、11月10日（土）
全3回14：00～17：00

■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：PARM-CITY131 貸会議室
            （宮城県仙台市青葉区一番町3-1-16）
■受講料：協会会員（全3回）12,000円（各回）5,000円
　　　　  一般（全3回）27,000円（各回）10,000円
　　　　  ※税込
■定員：各回30名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
■共催：株式会社日本医療企画　他

全国で開催中の“石井ゼミ” が、東北で開催される。東北の医療・介護福祉・栄養
3経営士が一堂に会し、イノベーションを起こす人材になるために必要な知識・
スキルを習得するとともに、新たな東北ネットワークの構築に活用してほしい。

株式会社日本医療企画 東北支社
TEL.022-281-8536

お問い合わせ

医療・介護・栄養でイノベーションを起こすための
“石井ゼミ” in 東北

東北支部

日本医療企画日本医療経営実践協
会

■内容：
　2018年6月23日（土）14：00～17：00
　～地域連携・ポリファーマシー・薬価改定～
　『2018年度ダブル改定から見えてきた、地域における薬剤師・薬局の役割と実際』
　濵崎勲氏（うえろく株式会社、認知症ケア専門士、シニア住宅相談員）
　真野有紀氏（上六薬局 管理薬剤師）
　2018年7月21日（土）14：00～17：00
　～怒りをコントロールして良好な対人関係構築へ！～
　『アンガーマネージメント実践講座』　
　廣井典子氏（ひろい社会保険労務士事務所）
■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（各回）1,500円、一般（各回）3,000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　※定員になり次第、締め切らせていただきます。

3経営士にとって“現場で役立つ”“すぐに使える”実践的な情報を、講義とグ
ループワークを通じて発信する。

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL.06-1776-1761

お問い合わせ

医療経営士・介護福祉経営士・栄養経営士
関西支部合同研究会

日本医療企画

■日時：2018年7月7日(土)13：00～17：00
■内容：
　講義1「今求められるオーラルマネジメントとは」
　松尾浩一郎氏（藤田保健衛生大学医学部歯科教授）
　講義2「現場で使える口腔ケアの手技と実践」
　三鬼達人氏（藤田保健衛生大学病院看護長、摂食・嚥下障害看護認定看護師）
　※講演内容等は変更する場合がございます。
■会場：福岡国際会議場　404会議室(福岡県福岡市博多区石城町2-1) 
■参加費：3,000円　※税込
■定員：100名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。

安全な経口摂取にはオーラルマネジメントの視点が重要。本セミナーは、口腔
アセスメントと口腔ケアの基礎から実践まで、実技を取り入れながらしっかりと
習得する。

株式会社日本医療企画 九州支社
TEL.092-418-2828

お問い合わせ

看護師スキルアップセミナー
看護師のための口腔の評価とケアセミナー
～基礎と実践～ in 福岡

日本医療企画
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