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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7月21日（土）13：55～16：30
■内容：
　講演1
　富家会が実践する「されたい医療 されたい看護 されたい介護」と
　「したい医療・看護・介護」
　富家隆樹氏（医療法人社団富家会富家病院理事長、院長）
　講演2
　先進国標準の老い方・死に方と医療のあり方を考えよう
　高橋泰氏（国際医療福祉大学教授、医学博士）
　対談
　トークセッション「終末期医療のあり方を考える」
■会場：埼玉会館 3C会議室（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4）
■参加費：協会会員3,000円、一般5,000 円　ほか　※税込
■定員：70名※申込先着順でのご案内

「地域医療構想」「地域包括ケアシステム」「地方創生」……。「地域」は医療経
営の最大のテーマ。実際、医療機関は地域（競合・連携・市場・生活）を意識し
てどのような取り組みを進めているのだろうか。
次の10年・20年後の地域の医療ビジョンを描き議論し、スピーカー同士、参
加者による意見交換、提言、つながりでさまざまな課題を解決していくシンポ
ジウムを開催する。

株式会社日本医療企画 関東支社
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

「最新医療経営フェイズ・スリー」「クリニックばんぶう」
特別フォーラム
第2回 地域医療の未来創造会議in埼玉

■日時：2018年7月21日（土）14：00～17：00
■講師：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1,500円、一般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。

医療経営士・介護福祉経営士・栄養経営士合同研究会
～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』

■日時：2018年10月20日（土）、21日（日）
■会場：札幌ビューホテル大通公園　地下2階・ピアリッジホール
　　　 （北海道札幌市中央区大通西8丁目　札幌ビューホテル大通公園）
■事前参加登録料金：
　協会会員（両日参加）9,000円、（1日参加）5,000円、（懇親会）5,000円
　一般（両日参加）15,000円、（1日参加）9,000円、（懇親会）8,000円
　※税込
　※当日参加料金は異なりますのでご注意ください。
■後援：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会　ほか

今年で7回目を迎える全国大会。「新時代を切り拓く医療経営士の挑戦と創
造̶"顔"と"想い"の見える連携づくりを目指して」をテーマに、札幌にて開
催する。

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

第7回「全国医療経営士実践研究大会」
札幌大会
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地域包括ケアシステムにおける
製薬企業の役割
介護福祉経営士の
新たな活躍の場に

日本医療企画

■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

■日時：2018年7月19日（木）15：00～18：30
■講師：小山秀夫氏（兵庫県立大学大学院経営研究科教授）

筒井孝子氏（兵庫県立大学大学院経営研究科教授）
■会場：ビジョンセンター浜松町 Jルーム（東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F）
■会費：一般3,000 円
■定員：120名
■申込期限：2018年7月13日（金）

今後、ますます進化が求められる地域包括ケア。一方で、人材の確保、制度
改正など、介護経営者が抱える問題も様々。地域包括ケアシステム、地域医
療構想の第一人者である、兵庫県立大学大学院教授小山秀夫氏、筒井孝子
氏を講師に迎え、これからの介護経営について考える。

一般社団法人日本在宅介護協会 東京・北関東支部
TEL.03-5433-5520

お問い合わせ

東京・北関東支部 7月トップセミナー
地域包括ケアシステムの推進と深化のための
介護経営を考える
～日常生活支援総合事業の担い手拡大の視点から～

日本在宅介護協会

日本医療企画

日本医療経営実践協
会

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL.06-7660-1761

お問い合わせ

■日時：2018年11月13日（火）13：30～17：00
■会場：大阪市中央公会堂（大阪府大阪市北区中之島1-1-27）
■定員：250名

マニュアルハンドリングの知識研鑽および医療・介護施設におけるノーリフ
ティングの推進を目的に、必要な情報の共有、会員相互の交流を目的として開
催する。

一般社団法人全国ノーリフティング推進協会
TEL.052-856-0611

お問い合わせ

第5回全国大会
全国ノーリフティング

推進協会
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製薬企業に求められる新たな役割

　医療と介護の一体改革が進むなか、これからの健康・
医療は、個別化医療の進展、病院完結型医療から地域
完結型医療への変革、地域包括ケアシステムの構築が
加速していくと言われている。このような社会保障制度
改革が進行するなかで地域医療は大再編時代を迎えて
おり、医療機関には、「機能分化と連携」の動きが求めら
れている。
　医療機関の「機能分化と連携」の動きにあわせ、製薬
企業やMR（製薬会社の医療情報担当者）は地域医療
において、地域包括ケアシステムを支える新たな存在と
して期待されている。 
　たとえば、大塚製薬やエーザイなどが相次いで導入した
「服薬支援機器」は、正確な服薬を継続的にサポートする

機器で、服薬指導等に活用することができる。大塚製薬は、
薬のパッケージにそのままセットできる「服薬支援モジュー
ル」をNECと共同開発。薬を飲む時間や服薬記録は無料
で提供される専用アプリで管理する。
　このように製薬企業は患者の正確な服薬の継続をサ
ポートすることで、地域包括ケアへの参画を実現しようとし
ている。

医師という「点」に対するアプローチから
地域という「面」に対するアプローチへ

　近年、MRの仕事の在り方が大きく変わったという。
2012年4月の「医療用医薬品製造販売業公正競争規
約」改定により、「MRによる医療機関との懇親のみを目
的とした接待」が全面的に禁止となった。今までの医師

という「点」に対してのアプローチから、地域という「面」
に対してのアプローチへと変わることで、製薬企業・ＭＲ
の役割もまた変わっていくと考えられる。
　それは、患者を支える地域医療プレイヤーと連携し、患
者のQOL向上を実現する「継続的治療」に向けた薬に関
する情報を、医療経済性、安全性、アドヒアランス、マネジ
メント等の観点から提供していくことだとも言える。　
　そこで必要とされるのが、医療・介護経営の知識・情報
である。社会保障費抑制策によって病院や介護施設の経
営環境が急速に変化しているなかで、医療・介護経営の
知識を習得しないと、施設のニーズを先取りする提案は
できない。また、関連資格保有者であることは、一定の知
識をもっていることの明確な証明となり、信頼関係の構築
をスムーズに進めることができる。

経営人材に寄せられる期待

　製薬企業から介護福祉経営士資格の取得に取り組
む人材は今、急速に増加している。実際に製薬企業に
勤務する介護福祉経営士も次々誕生しており、今後の
活躍が期待される。
　そのうち、田辺三菱製薬株式会社の中哲朗氏に、資
格取得の動機、取得後の業務の変化、介護事業者との
関係性について話を伺った。
　製薬企業の目には、地域包括ケアシステム構築中の
介護業界はどのように映っているのか。介護福祉経営
士の新たなる活躍の場の実態を紹介する。

KFKNews

地域包括ケアシステムにおける
製薬企業の役割
介護福祉経営士の新たな活躍の場に

介護福祉経営士活動レポート  Vol.18

製薬企業から介護福祉経営士資格の取得に取り組む人材が年々増加している。地域包括ケアシステムや
製薬業界の動向、介護福祉経営士資格を取得したMRへの取材から、増加の背景を探る。

介護福祉経営士資格を取得したMRの 声

図 地域包括ケアシステム

田辺三菱製薬株式会社 営業本部甲信越支店新潟営業所
MR、エリアマーケティングプランナー（AMP）
介護福祉経営士2級、医療経営士2級

中 哲朗氏

医療経営士の資格取得や日々の仕事の中で、社会

はすでに医療と介護福祉の一体化を模索して動き

出していることを理解してきました。医療経営士と同様に介

護福祉経営士の資格があることを知り、医療と介護福祉の両

軸を理解することは、医療業界の中で、かつ、国内製薬業界

で生き残るための必要性・重要性を感じました。故に医療経

営士の資格取得の勉強と並行して、介護福祉経営士の資格

取得の勉強をすべきと判断したため、受験いたしました。

　医療関係の方々は、医療のみで患者さんやそのご家族の

方に向き合うだけではなく、必要に応じて介護福祉の目線

で医療と並行して患者さん方に向き合われています。私たち

製薬業界に携わる者は、医療関係の方々と係わるなかで、自

分に介護福祉についての知識があることで、医療関係の

方々のお考えや医療や介護福祉等への取り組みをより深く

理解できます。そのことから医療関係の方々との関係性が深

まったと感じております。

　介護業界は、介護福祉と医療による地域包括ケアシステ

ムのなかで重要な役割を担うのではないかと思います。そ

のなかで製薬業界の一員として、医療の現場からやれること

を一つひとつ丁寧にやっていくことで、介護業界に対する理

解も深まると考えています。私としては医療の中で製薬業界

の一員として、かつ、介護福祉経営士・医療経営士としてや

れることをできるように取り組んでまいります。

　最後に、製薬企業としてではなく、一人の国民として私見

を述べさせて頂きます。地域包括ケアシステム・地域医療の

キーパーソンは患者さんや利用者さんであり、そこに住んで

いる方々、地域の自治に係わる方々、介護福祉に係わる

方々、医療に係わる方々、行政に係わる方々など、すべての

人々も同様にキーパーソンであると思います。そこでは職

種・業態を超えた患者さんや利用者さんを中心とした仲間

としての一体感こそが大事であると思います。

出典：厚生労働省資料
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製薬業界の動向、介護福祉経営士資格を取得したMRへの取材から、増加の背景を探る。

介護福祉経営士資格を取得したMRの 声

図 地域包括ケアシステム

田辺三菱製薬株式会社 営業本部甲信越支店新潟営業所
MR、エリアマーケティングプランナー（AMP）
介護福祉経営士2級、医療経営士2級

中 哲朗氏

医療経営士の資格取得や日々の仕事の中で、社会

はすでに医療と介護福祉の一体化を模索して動き

出していることを理解してきました。医療経営士と同様に介

護福祉経営士の資格があることを知り、医療と介護福祉の両

軸を理解することは、医療業界の中で、かつ、国内製薬業界

で生き残るための必要性・重要性を感じました。故に医療経

営士の資格取得の勉強と並行して、介護福祉経営士の資格

取得の勉強をすべきと判断したため、受験いたしました。

　医療関係の方々は、医療のみで患者さんやそのご家族の

方に向き合うだけではなく、必要に応じて介護福祉の目線

で医療と並行して患者さん方に向き合われています。私たち

製薬業界に携わる者は、医療関係の方々と係わるなかで、自

分に介護福祉についての知識があることで、医療関係の

方々のお考えや医療や介護福祉等への取り組みをより深く

理解できます。そのことから医療関係の方々との関係性が深

まったと感じております。

　介護業界は、介護福祉と医療による地域包括ケアシステ

ムのなかで重要な役割を担うのではないかと思います。そ

のなかで製薬業界の一員として、医療の現場からやれること

を一つひとつ丁寧にやっていくことで、介護業界に対する理

解も深まると考えています。私としては医療の中で製薬業界

の一員として、かつ、介護福祉経営士・医療経営士としてや

れることをできるように取り組んでまいります。

　最後に、製薬企業としてではなく、一人の国民として私見

を述べさせて頂きます。地域包括ケアシステム・地域医療の

キーパーソンは患者さんや利用者さんであり、そこに住んで

いる方々、地域の自治に係わる方々、介護福祉に係わる

方々、医療に係わる方々、行政に係わる方々など、すべての

人々も同様にキーパーソンであると思います。そこでは職

種・業態を超えた患者さんや利用者さんを中心とした仲間

としての一体感こそが大事であると思います。

出典：厚生労働省資料

K100
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事前登録
受付中！

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

（写真は昨年の様子）

2018年9月29日（土）30日（日）開催!

開催決定

第3回を迎える「全国介護福祉総合フェスティバル」は、福岡で開催する運びとなりました。世代そして国境を
越えて、介護福祉のあり方について語り合い、私たちの暮らしの未来をいっしょにデザインしましょう。

フェスティバル公式 WEB サイト

http://www.nkfk.jp/kaigofes2018/

◇事前登録いただくと、入場料3,000円が無料となります（9月20日まで）。
◇各プログラムへの入場は先着順です。
　定員に達した際はご入場できない場合がございます。

プログラム1日目

■オープニングコンサート

かんのめぐみ コンサート

■パネルディスカッション

「介護×●●　二刀流のすゝめ」
「アジアを舞台とする日本型介護の可能性」
「外国人介護士から見た日本の介護」
「地域を変える、これからの介護とは」

■企業協賛セミナー

「介護×ICTミーティング」

■介護技術向上セミナー

「貝塚式　こころと身体で覚える介護技術」
〈理論編〉〈実践編〉

9月29日（土） プログラム2日目

■パネルディスカッション

『ヒューマンライブラリー』
～人間が「生きた本」に～

■講演

「笑いで伝えるコミュニケーション技術」

■パネルディスカッション

「日本介護の国際化、介護産業の将来像」

9月30日（日）

その他のプログラムは決まり次第、
フェスティバル公式WEBサイトで公開します。
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合格者の声
実践の場で「介護福祉経営士」で得た知識を活用し
自己のキャリア形成を図っていきたい

粕谷 貞晴

入社以来、在宅医療に関わる
医療機器の営業と企画一筋

　当社は、1910年創業の産業用ガスメーカーです。1990
年初頭に在宅酸素事業に参入しました。私は入社以来、医
療畑で医療ガスと設備、在宅医療に関わる機器の営業と企
画に携わっています。
　仕事をする上で、医療機関・施設に従事している方々や
患者様とも接する機会が多く、さまざまな課題をいただいて
おります。その課題が解決できた際にいただくお客様からの
感謝の言葉や笑顔が、日々の達成感に繋がっています。

「介護福祉×経営＝介護福祉経営士」
経営の視点に興味を持つ

　今の介護福祉業界は、働く方にとって重労働で、介護の
担い手不足も深刻です。一方で、後期高齢者の割合も年々
増加し、社会保障費も増加の一途を辿っています。我々のす
ぐ身近で起こっている見過ごせない社会問題だと感じてい
ます。
　地域包括ケアシステムからもわかるように、もはや医療・
介護・福祉の垣根はなくなる。そう思い、「介護福祉経営士」
を受験することにしました。
　先に「医療経営士」の資格を取得していたことや学生時
代に経営学を専攻していたこともあり、経営の視点から介
護福祉を学べることにも興味を持ちました。「介護福祉×経
営＝介護福祉経営士」という資格は、時代のニーズにマッチ
しているのではないでしょうか。

　仕事をしながらの受験勉強で大変なのは、勉強時間をい
かに確保するかです。平日は十分な時間がとれないため、休
日に集中的に勉強するようにしていました。
　最初は、「CBT方式って何？」と疑問を持ちましたが、好き
な日時に、住まいの近くで受験が可能なところが良かったで
す。気軽に受験しようと思えました。

医療・介護・福祉分野を俯瞰し
得た知識を有効活用していく

　生活の基本の場は「住まい＝在宅」であり、介護福祉は、
住環境やご家族に関わる話とは切り離せないことが多くあ
ります。コミュニケーションを大切に、企業の立場からご本
人様やご家族など、携わる方々のトータルケアサポートに貢
献していきたいと考えています。
　今後、「介護福祉経営士」として活動していけば、業務の
なかでお客様にご提供できる知識や、課題解決のためにお
役に立てることが増えると思います。医療・介護・福祉分野
を俯瞰し、得た知識をできるところから有効活用していくつ
もりです。
　また、学んだ知識を実践の場で活用することと並行して、
研修会等にも参加して自己のキャリア形成を図りたいと考
えています。そして、仕事の一環である在宅医療や介護福祉
の場面におけるQOL／ADLの向上を下支えしていきたいと
思います。
　今後多くの「介護福祉経営士」が誕生することで、介護福祉
分野をリードするでしょう。この分野に携わる人にとって有益
な資格となるよう応援し、ともに成長していきたいと思います。

●かすや・さだはる

KFKNews

大陽日酸株式会社 メディカル営業課課長
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
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認知症１万人時代に立ち向かう
神奈川県大和市

なるほど、なっとく
医療経営Q＆A 50 初級【4訂版】

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

「医療経営士3級試験」の受験対策書として大人気！

主
な
内
容

長 英一郎（東日本税理士法人） 著

見守り強化や顔の見える関係づくりで
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

　「認知症１万人時代に備えるまち やまと」、「70歳代を高齢者と言わない都市 やま
と」を宣言するなど、健康創造都市を掲げる大和市。本特集では、目立った産業がない
なかで、高齢になっても市民が安心して暮らし続けていくために、さまざまな取り組み
を行う同市の動きを追う。
　SPECIAL INTERVIEWは、映画「ゆず
りは」で葬儀社社員を熱演したコロッケこと
滝川広志氏。

今月の
書籍紹介

2018年7月号
（2018年6月20日発売）

検 索

■発 行：日本医療企画
■体 裁:A5判/304ページ
■定 価:3,240円(本体価格3,000円+税)
■ISBN:978-4-86439-687-5

医療機関の種別、診療報酬・介護報酬のしくみから社会保障改革の
動向まで、医療経営のオモテとウラをパーフェクト解説。平成30年
度診療報酬・介護報酬同時改定に完全対応した待望の4訂版発刊。
『医療経営士テキスト』シリーズにも対応。

介護福祉経営士1級、医療経営士1級の
著者による待望の4訂版発刊

平成30年度診療報酬改定に完全対応!
序 章　最低限知っておいてほしい!

臨床経営知識キホンのキ
第1章　これで読める!　医療経営雑誌、厚労省資料
第2章　経営会議に役立つ!　医療関連法、診療報酬、介護報酬のツボ
医療現場で役立つ&使える資料
1　医療経営と関係のあるエビデンス一覧
2　医療現場でよく使われる略語一覧
3　よく使われる薬の商品名・適応病名・薬効一覧
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I NFORMAT ION
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になりました。

　　（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した。

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

合否判定の際、科目別の得点率が
表示されるから

得意分野と苦手分野を把握できます！

※年末年始を除く。試験会場によって異なります。
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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7月21日（土）13：55～16：30
■内容：
　講演1
　富家会が実践する「されたい医療 されたい看護 されたい介護」と
　「したい医療・看護・介護」
　富家隆樹氏（医療法人社団富家会富家病院理事長、院長）
　講演2
　先進国標準の老い方・死に方と医療のあり方を考えよう
　高橋泰氏（国際医療福祉大学教授、医学博士）
　対談
　トークセッション「終末期医療のあり方を考える」
■会場：埼玉会館 3C会議室（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4）
■参加費：協会会員3,000円、一般5,000 円　ほか　※税込
■定員：70名※申込先着順でのご案内

「地域医療構想」「地域包括ケアシステム」「地方創生」……。「地域」は医療経
営の最大のテーマ。実際、医療機関は地域（競合・連携・市場・生活）を意識し
てどのような取り組みを進めているのだろうか。
次の10年・20年後の地域の医療ビジョンを描き議論し、スピーカー同士、参
加者による意見交換、提言、つながりでさまざまな課題を解決していくシンポ
ジウムを開催する。

株式会社日本医療企画 関東支社
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

「最新医療経営フェイズ・スリー」「クリニックばんぶう」
特別フォーラム
第2回 地域医療の未来創造会議in埼玉

■日時：2018年7月21日（土）14：00～17：00
■講師：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1,500円、一般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。

医療経営士・介護福祉経営士・栄養経営士合同研究会
～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』

■日時：2018年10月20日（土）、21日（日）
■会場：札幌ビューホテル大通公園　地下2階・ピアリッジホール
　　　 （北海道札幌市中央区大通西8丁目　札幌ビューホテル大通公園）
■事前参加登録料金：
　協会会員（両日参加）9,000円、（1日参加）5,000円、（懇親会）5,000円
　一般（両日参加）15,000円、（1日参加）9,000円、（懇親会）8,000円
　※税込
　※当日参加料金は異なりますのでご注意ください。
■後援：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会　ほか

今年で7回目を迎える全国大会。「新時代を切り拓く医療経営士の挑戦と創
造̶"顔"と"想い"の見える連携づくりを目指して」をテーマに、札幌にて開
催する。

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

第7回「全国医療経営士実践研究大会」
札幌大会
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日本医療企画

■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

■日時：2018年7月19日（木）15：00～18：30
■講師：小山秀夫氏（兵庫県立大学大学院経営研究科教授）

筒井孝子氏（兵庫県立大学大学院経営研究科教授）
■会場：ビジョンセンター浜松町 Jルーム（東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F）
■会費：一般3,000 円
■定員：120名
■申込期限：2018年7月13日（金）

今後、ますます進化が求められる地域包括ケア。一方で、人材の確保、制度
改正など、介護経営者が抱える問題も様々。地域包括ケアシステム、地域医
療構想の第一人者である、兵庫県立大学大学院教授小山秀夫氏、筒井孝子
氏を講師に迎え、これからの介護経営について考える。

一般社団法人日本在宅介護協会 東京・北関東支部
TEL.03-5433-5520

お問い合わせ

東京・北関東支部 7月トップセミナー
地域包括ケアシステムの推進と深化のための
介護経営を考える
～日常生活支援総合事業の担い手拡大の視点から～

日本在宅介護協会

日本医療企画

日本医療経営実践協
会

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL.06-7660-1761

お問い合わせ

■日時：2018年11月13日（火）13：30～17：00
■会場：大阪市中央公会堂（大阪府大阪市北区中之島1-1-27）
■定員：250名

マニュアルハンドリングの知識研鑽および医療・介護施設におけるノーリフ
ティングの推進を目的に、必要な情報の共有、会員相互の交流を目的として開
催する。

一般社団法人全国ノーリフティング推進協会
TEL.052-856-0611

お問い合わせ

第5回全国大会
全国ノーリフティング

推進協会

K100


