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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10月6日（土） 13：30～17：30
■内容：
　基調報告「これからの排尿管理のあり方」
　講演①「膀胱機能評価と薬物治療」
　講演②「カテーテル抜去のパス」
　講演③「事例に学ぶ排尿自立指導」
　講演④「排尿ケアチームのつくり方」
　シンポジウム「現場は変わる！ 排尿管理の取り組みの意義とその効果」
■会場：大和ハウス本社ホール（東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号）
■受講料：5,000円 ※テキスト付き（『みんなで取り組む排尿管理』日本医療企画 刊）
■定員：150名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
■共催：日本排尿デザイン研究所

2018年度の診療報酬改定を経て、より一層、自立排尿の視点から患者の尊厳
や自立支援を促していくことが求められる。本セミナーは、排尿自立を実践す
るための重要ポイントや実践事例を通して、現場での排尿自立指導管理に必
要な最新のノウハウを学ぶ。

実践に学ぶ排尿管理セミナー
̶排尿ケアチームを成功に導くポイント̶

■日時：2018年10月27日（土） 14：00～17：00
■講師：坪茂典氏（社会医療法人愛仁会高槻地区事業統括部長兼社会福祉法人
             愛和会本部統括部長）
■会場：第一セントラルビル1号館5階D会議室（岡山県岡山市北区本町6-36）
■受講料：協会会員：3,000円、一般：4,000円
　※税込
　※研究会終了後、懇親会を予定（自由参加、会費4,000円）
■定員：35名

アジア健康構想「日越ヘルスケアブリッジ」の現状報告を交えながら、愛仁会グ
ループが展開する医療・介護・保険・福祉・教育を包括した経営戦略について
解説する。

【10月期】医療経営士・介護福祉経営士
合同研究会

■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

【介護福祉経営士 活動レポート Vol.21】

関西支部

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11月18日（日）13：00～17：30
■講演者：
　田中滋氏（日本介護経営学会会長、埼玉県立大学理事長、慶應義塾大学名誉教授）　
　香取幹氏（日本介護経営学会理事・大会長、株式会社やさしい手代表取締役社長）
　ほか
■会場：公益財団法人鉄道弘済会 弘済会館（東京都千代田区麹町5-1）
■参加費：一般4,000円、日本介護経営学会会員3,000円、
　　　　  学生2,000円／研究交流会6,000円
■申込締切日：2018年11月8日（木）

新しい地域包括ケアシステムの中での介護経営の役割を明確にし、介護経
営の進化による社会への貢献について考える。

特定非営利活動法人日本介護経営学会
メールアドレス：fc_ysthonbu@yasashiite.com

お問い合わせ

第14回日本介護経営学会学術大会
地域包括ケアシステムの中での介護経営の役割

日本介護経営学会

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10月3日、10月17日、11月7日、11月21日、12月5日、12月19日
　　　 第1・3水曜日 17：00～19：30
■会場：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）
■参加費：110,000円（入塾料10,000円、受講料100,000円）
　　　　 ※介護福祉教育エキスパート修了者は入塾料無料

60年余にわたり、高齢者・障害者生活支援の教育と実践に携わってきた黒澤貞
夫氏の直接指導による「黒澤塾」を開講。次代の地域福祉・介護教育の中核的
リーダーを育てることを目標に、講義と議論・グループワークで、マネジメント
能力・指導力に磨きをかける。研究テーマに厚生労働省「介護福祉士養成課程
の教育内容の見直し」の項目を基軸として掲げ、実践していくための具体策を
研究する。

黒澤塾事務局（日本医療企画内）
TEL.03-3256-2863　URL.http://kaigo-education.jp/

お問い合わせ

次代の地域福祉・介護教育の中核的リーダーを育てる！
黒澤塾

介護福祉指導教育推
進機構

第3回
全国介護福祉
総合フェスティバル in 福岡
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株式会社日本医療企画 セミナー事務局
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」開催

介護福祉経営士が描く
未来のビジョン

介護福祉経営士
活動レポート Vol.21

2

介護福祉経営士が描く
未来のビジョン

「第3回全国介護福祉総合
  フェスティバル in 福岡」開催

K100
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第３回はアジアの玄関口・福岡で開催
国際化が進む日本の介護を
さまざまな立場から考える

　一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会が

2016年から毎年開催している全国介護福祉総合フェ

スティバルは、「介護の状況を少しでも良い方に変えてい

きたい」「社会全体で介護の課題解決に取り組もう」との

趣旨で企画されているイベントである。

　第1回は、「みんなで考えよう地域の介護福祉の現状と

未来」をテーマに大阪で、続く第2回は、横浜で「地域社会

における新たな介護文化の創造・発展を求めて――今こ

そ必要な世代間の相互理解と融合」をテーマに開催。介

護福祉経営士をはじめ、介護福祉に携わる人を中心に

さまざまな立場、幅広い世代が、各回延べ2千人以上参

加し盛況を博した。

　第3回となる今年は、アジアを中心とした各国の超高齢

社会への突入を前に、「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――」と題し、ア

ジアの玄関口・福岡市博多区で開催。「アジアでの日本

型介護の可能性」や「外国人材の受け入れ」などをテー

マにした講演やシンポジウムが行われる。

介護福祉経営士が登壇
地域を変える、これからの介護とは

　1日目最終プログラムのパネルディスカッションに4名

の介護福祉経営士が登壇。「介護福祉経営士が描く未

来のビジョン　地域を変える、これからの介護とは」を

テーマに、経営（マネジメント）が介護現場の改善にどのよ

うに寄与するか、介護福祉経営士の役割は何かを中心に

討論する。各々が実際に取り組んでいる課題や解決策の

事例を発表し、介護事業や地域包括ケアのイノベーショ

ンにおいて介護福祉経営士がどのように貢献していくの

か、ディスカッションで深めていく。

　2日目の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」では、北海道支部活動・研究会でもお

なじみの神内秀之介氏（NBlab代表、介護福祉経営士）

がファシリテーターとして登壇する。介護現場に外国人人

材が加わり、日本の介護事業が海外に展開するグローバ

ル時代に突入した介護業界が、今後、産業としてどのよう

な将来ビジョンを描いていくかについて討論する。

会場で2級試験対策講座と試験を実施
その日のうちに資格取得を目指せる

　会場では、「介護福祉経営士2級」資格認定試験の対

策講座と資格認定試験も行われる（2日目）。試験対策

講座の講師は先に紹介した神内氏が務める。さらに、講

座を受講した後は、同会場で「介護福祉経営士2級」資

格認定試験を受験することができる。コンピュータを使

用したCBT方式の試験なので、その場で合否がわかる。

学んだばかりの知識が整理されているうちに試験に挑

み、合格の栄冠を勝ち取ることも十分に可能だ。

　なお、フェスティバル会期中は、来場者が抱える介

護・福祉にかかわるさまざまな疑問や悩みに介護福祉

経営士が答える相談コーナーを常設する。昨年は、人

材育成や保険外事業、海外進出といった多岐にわたる

相談が寄せられた。「介護福祉経営士」について資格取

得者本人に聞ける機会なので、気軽に立ち寄りたい。

介護福祉経営士が描く未来のビジョン
地域を変える、これからの介護とは
■コーディネーター

滝口 真氏

■パネリスト

宮川 公一氏
（ケアウェル安心株式会社介護サービス事業部取締役、介護福祉経営士）

（西九州大学健康福祉学部社会福祉学科長）

朴 賢大氏
（のびしろ会計事務所代表、公認会計士、介護福祉経営士）

藤島 こずえ氏
（Smile Careコンサルタント代表、介護福祉経営士）

冨永 義道氏
（社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団経営企画室、介護福祉経営士）

9月30日（日）

日本介護の国際化、介護産業の将来像

■ファシリテーター

神内 秀之介氏

■パネリスト

梶 正登氏
（株式会社桜十字代表取締役）

（社会福祉法人手稲ロータス会理事、NBlab代表、介護福祉経営士）

前田 俊輔氏
（芙蓉ディベロップメント株式会社代表取締役社長）

坪 茂典氏
（社会医療法人愛仁会高槻地区事業統括部長、
 社会福祉法人愛和会本部統括部長）

パネルディスカッション 15：30～17：00

2日目9月29日（土）1日目

パネルディスカッション 16：00～17：30

試験対策講座

▶フェスティバル会場 3F
▶フェスティバル会場 2F  日本介護福祉経営人材教育協会ブース

「介護福祉経営士2級」
資格認定試験

会期中常設

「介護福祉経営士」への相談コーナー

午 前 午 後

KFKNews

「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」開催

介護福祉経営士が描く未来のビジョン

介護福祉経営士活動レポート  Vol.21

9月29日、30日の2日間、福岡県中小企業振興センターで「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」
（主催：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会）が開催される。多岐にわたるプログラムのなかから、
介護福祉経営士が登壇・活動するものについて紹介する。

　昨年3月より現法人にて、理事兼施設長として特別養護老人ホームと附帯の通所介護、短期入
所生活介護、認知症対応型共同生活介護の管理をしています。入居者や職員を早く理解するた
めに、着任時から1年間ほど介護支援専門員として入居者70名の施設サービス計画を立案しま
した。大学の非常勤講師も務め、介護福祉経営士としては道内の介護事業所開業支援のコンサ
ルタントや各種人材育成やマネジメント等のセミナー講師をしています。
　フェスティバルでは、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」でファシ
リテーターを務めます。課題先進国といわれて久しい日本の保健・医療・介護などのヘルスケア分
野で、さまざまな地域、サービス種別で業界をリードし先進的な取り組みをしている株式会社桜
十字代表取締役・梶正登様、芙蓉ディベロップメント株式会社代表取締役社長・前田俊輔様、社
会医療法人愛仁会高槻地区事業統括部長、社会福祉法人愛和会本部統括部長・坪茂典様を
迎え、外国人介護職員の導入のポイントや活用方法、業界のこれからの事業展開についてのヒン
トなど、三者の現在の取り組みや展望を「まさに今しか聞けない・他では聞けない貴重な最前線
の情報」をお伝えします。お聞き逃しなく。
　「介護福祉経営士2級」試験対策講座の講義も行います。試験についての勉強に全く取り組ん
だことがない方でも、わかるように試験全体のポイントを簡潔に解説します。その後は、ぜひ腕試
しに試験を受けてみてください。

登壇する介護福祉経営士からのメッセージ

「他では聞けない貴重な最前線の情報」をお聞き逃しなく

【介護福祉経営士が登壇・活動するプログラム】

神内 秀之介氏

（社会福祉法人
手稲ロータス会理事、
NBlab代表、
介護福祉経営士）

Message
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第３回はアジアの玄関口・福岡で開催
国際化が進む日本の介護を
さまざまな立場から考える

　一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会が

2016年から毎年開催している全国介護福祉総合フェ

スティバルは、「介護の状況を少しでも良い方に変えてい

きたい」「社会全体で介護の課題解決に取り組もう」との

趣旨で企画されているイベントである。

　第1回は、「みんなで考えよう地域の介護福祉の現状と

未来」をテーマに大阪で、続く第2回は、横浜で「地域社会

における新たな介護文化の創造・発展を求めて――今こ

そ必要な世代間の相互理解と融合」をテーマに開催。介

護福祉経営士をはじめ、介護福祉に携わる人を中心に

さまざまな立場、幅広い世代が、各回延べ2千人以上参

加し盛況を博した。

　第3回となる今年は、アジアを中心とした各国の超高齢

社会への突入を前に、「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――」と題し、ア

ジアの玄関口・福岡市博多区で開催。「アジアでの日本

型介護の可能性」や「外国人材の受け入れ」などをテー

マにした講演やシンポジウムが行われる。

介護福祉経営士が登壇
地域を変える、これからの介護とは

　1日目最終プログラムのパネルディスカッションに4名

の介護福祉経営士が登壇。「介護福祉経営士が描く未

来のビジョン　地域を変える、これからの介護とは」を

テーマに、経営（マネジメント）が介護現場の改善にどのよ

うに寄与するか、介護福祉経営士の役割は何かを中心に

討論する。各々が実際に取り組んでいる課題や解決策の

事例を発表し、介護事業や地域包括ケアのイノベーショ

ンにおいて介護福祉経営士がどのように貢献していくの

か、ディスカッションで深めていく。

　2日目の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」では、北海道支部活動・研究会でもお

なじみの神内秀之介氏（NBlab代表、介護福祉経営士）

がファシリテーターとして登壇する。介護現場に外国人人

材が加わり、日本の介護事業が海外に展開するグローバ

ル時代に突入した介護業界が、今後、産業としてどのよう

な将来ビジョンを描いていくかについて討論する。

会場で2級試験対策講座と試験を実施
その日のうちに資格取得を目指せる

　会場では、「介護福祉経営士2級」資格認定試験の対

策講座と資格認定試験も行われる（2日目）。試験対策

講座の講師は先に紹介した神内氏が務める。さらに、講

座を受講した後は、同会場で「介護福祉経営士2級」資

格認定試験を受験することができる。コンピュータを使

用したCBT方式の試験なので、その場で合否がわかる。

学んだばかりの知識が整理されているうちに試験に挑

み、合格の栄冠を勝ち取ることも十分に可能だ。

　なお、フェスティバル会期中は、来場者が抱える介

護・福祉にかかわるさまざまな疑問や悩みに介護福祉

経営士が答える相談コーナーを常設する。昨年は、人

材育成や保険外事業、海外進出といった多岐にわたる

相談が寄せられた。「介護福祉経営士」について資格取

得者本人に聞ける機会なので、気軽に立ち寄りたい。

介護福祉経営士が描く未来のビジョン
地域を変える、これからの介護とは
■コーディネーター

滝口 真氏

■パネリスト

宮川 公一氏
（ケアウェル安心株式会社介護サービス事業部取締役、介護福祉経営士）

（西九州大学健康福祉学部社会福祉学科長）

朴 賢大氏
（のびしろ会計事務所代表、公認会計士、介護福祉経営士）

藤島 こずえ氏
（Smile Careコンサルタント代表、介護福祉経営士）

冨永 義道氏
（社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団経営企画室、介護福祉経営士）

9月30日（日）

日本介護の国際化、介護産業の将来像

■ファシリテーター

神内 秀之介氏

■パネリスト

梶 正登氏
（株式会社桜十字代表取締役）

（社会福祉法人手稲ロータス会理事、NBlab代表、介護福祉経営士）

前田 俊輔氏
（芙蓉ディベロップメント株式会社代表取締役社長）

坪 茂典氏
（社会医療法人愛仁会高槻地区事業統括部長、
 社会福祉法人愛和会本部統括部長）

パネルディスカッション 15：30～17：00

2日目9月29日（土）1日目

パネルディスカッション 16：00～17：30

試験対策講座

▶フェスティバル会場 3F
▶フェスティバル会場 2F  日本介護福祉経営人材教育協会ブース

「介護福祉経営士2級」
資格認定試験

会期中常設

「介護福祉経営士」への相談コーナー

午 前 午 後

KFKNews

「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」開催

介護福祉経営士が描く未来のビジョン

介護福祉経営士活動レポート  Vol.21

9月29日、30日の2日間、福岡県中小企業振興センターで「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」
（主催：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会）が開催される。多岐にわたるプログラムのなかから、
介護福祉経営士が登壇・活動するものについて紹介する。

　昨年3月より現法人にて、理事兼施設長として特別養護老人ホームと附帯の通所介護、短期入
所生活介護、認知症対応型共同生活介護の管理をしています。入居者や職員を早く理解するた
めに、着任時から1年間ほど介護支援専門員として入居者70名の施設サービス計画を立案しま
した。大学の非常勤講師も務め、介護福祉経営士としては道内の介護事業所開業支援のコンサ
ルタントや各種人材育成やマネジメント等のセミナー講師をしています。
　フェスティバルでは、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」でファシ
リテーターを務めます。課題先進国といわれて久しい日本の保健・医療・介護などのヘルスケア分
野で、さまざまな地域、サービス種別で業界をリードし先進的な取り組みをしている株式会社桜
十字代表取締役・梶正登様、芙蓉ディベロップメント株式会社代表取締役社長・前田俊輔様、社
会医療法人愛仁会高槻地区事業統括部長、社会福祉法人愛和会本部統括部長・坪茂典様を
迎え、外国人介護職員の導入のポイントや活用方法、業界のこれからの事業展開についてのヒン
トなど、三者の現在の取り組みや展望を「まさに今しか聞けない・他では聞けない貴重な最前線
の情報」をお伝えします。お聞き逃しなく。
　「介護福祉経営士2級」試験対策講座の講義も行います。試験についての勉強に全く取り組ん
だことがない方でも、わかるように試験全体のポイントを簡潔に解説します。その後は、ぜひ腕試
しに試験を受けてみてください。

登壇する介護福祉経営士からのメッセージ

「他では聞けない貴重な最前線の情報」をお聞き逃しなく

【介護福祉経営士が登壇・活動するプログラム】

神内 秀之介氏

（社会福祉法人
手稲ロータス会理事、
NBlab代表、
介護福祉経営士）

Message

K100
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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

2018年9月29日（土）30日（日）開催!

3年連続開催

フェスティバル公式 WEB サイト http://www.nkfk.jp/kaigofes2018/

9月30日は、午前中に試験対策講座を受講し
午後に「介護福祉経営士2級」資格認定試験を受験！
試験が終わったらその場ですぐに合否を判定します。

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

9月29日（土） プログラム2日目 9月30日（日）
■講演

■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」
「未来をつくるKAIGOカフェ」

※敬称略
プログラムは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■特別講演

「ペコロスの母に会いに行く」
岡野雄一
（漫画家・「ペコロスの母に会いに行く」著者）

■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」
「『人材不足のための補充』では成功しない
『共に働く仲間』としての外国人人材の受け入れ」
「介護福祉経営士が描く未来のビジョン
地域を変える、これからの介護とは」

■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」
貝塚誠一郎（貝塚ケアサービス研究所代表）

■企業協賛セミナー

「AI介護ソフトで人手不足を解決
  ̶職員の質に依存しない、科学的介護の実現̶」
芙蓉開発株式会社

会場にて
資格認定試験実施！
※詳細はWEBサイトにて

「マイストーリー～私の人生の歩き方～」
寝たきり芸人
あそどっぐ
自撮りおばあちゃん
西本喜美子（アマチュア写真家）

「スターフライヤー漆黒の翼、感動を乗せて 
～顧客満足度9年連続第1位獲得とV字回復の取組み」
松石禎己
（株式会社スターフライヤー代表取締役社長執行役員）

日向亭葵
（おしゃべりテーションの会代表）

「笑いで伝えるコミュニケーション技術」

横石知二
（株式会社いろどり代表取締役社長）

「高齢者も元気に活躍する地域づくり」

フェスティバル会場だけの特典もあります！

■企業協賛セミナー

「介護×ICTミーティング」
参加企業：株式会社ロジック　ほか

山口勝幸
（ChatWork株式会社常務取締役CMO）

■ランチョンセミナー

「時短と離職防止に効く！
クラウド会議による介護現場の生産性革命とは」
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介護経営白書 2018年度版
日本の介護が切り拓く新地平
――地域の創生と国際標準をめざす介護経営

協会推薦図書

KFKNews

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

　介護を必要とする人がその人らしい生活を享受できるか否か
は地域の力にかかっているともいえる。地域の力を高めていく
介護経営とは何か。また、そうした介護の概念は国境を超えて受
け入れられることができるのか。
　各地の介護事業、地域の姿に焦点をあて、国際的な視点を加
え、高齢社会先進国の日本が進むべき方向性を展望し、これから
の介護事業者の役割を考えていく。
　巻頭では、政界のキーマンである自民党石破茂氏と川渕孝一
氏（東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授）による“地方
創生”が描く日本の未来についての対談を掲載。

地域の創生に向けた介護経営
第1章 ： 政界キーマンに聞く“地方創生”が描く日本の未来
　　 　 石破茂 × 川渕孝一　対談

第1章 ： 《座談会》日本の介護の国際的価値を検証――日本の介護の強みを考える

第1章 ： AIケアプランの実態に迫る
第2章 ： 標準化による経営改善を調査
第3章 ： 最新介護機器情報

巻末資料：経営実態リサーチ結果報告書（36法人）

第2章 ： 関連団体の中長期ビジョンから地域の課題を読み解く

目　  次

①公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
②公益社団法人 全国老人保健施設協会　
③公益社団法人 日本認知症グループホーム協会
④公益財団法人 テクノエイド協会
⑤公益社団法人 全国有料老人ホーム協会
⑥一般社団法人 『民間介護事業者の質を高める』全国介護事業者協議会
⑦一般社団法人 日本介護支援専門員協会
⑧一般社団法人 日本介護協会
⑨一般財団法人 サービス付き高齢者向け住宅協会

①朝市を活かした「おでかけリハ」
　――買い物・食事・交流で人と町を元気に（北海道函館市）
②行政がハブとなり企業と福祉を融合して新たな価値を創造
　――「ウェルフェアイノベーション」から学ぶ福祉産業振興の在りかた（川崎市）
③訪問型Bサービスと介護予防ポイントで“出番”を増やす
　――高齢化率40％を超えた町の取り組み（秋田県小坂町）
④病院内に総合窓口と地域コニュニティを設置
　――地域性に合わせて利用者に寄り添う環境を整備（名古屋市）
⑤“ごちゃまぜ”の発想で人と地域をつなぐ
――高齢者も障がい者も互いに支え合うまちづくり（石川県金沢市）

【出席者】
青木一祥（特定非営利活動法人たすけあい名古屋理事）
須藤晋昌（株式会社ケア＆スポーツ代表取締役）
竹山大二郎（社会福祉法人秀峰会施設事業部事業部長）
藤原優芳（山梨中央銀行法人推進部法人ソリューション室調査役）

【出席者】
司会：青木正人（株式会社ウエルビー代表取締役社長）
加藤久和（明治大学政治経済学部教授）　
小室貴之（株式会社楓の風代表）
坪　茂典（社会医療法人愛仁会高槻地区事業統括部長／
　　　　  社会福祉法人愛和会本部統括部長）
永井正史（社会福祉法人慶生会理事長、理学療法士）
前川弘介（内閣官房　健康・医療戦略室）

第2章 ： 地域創生から国際的な活動展開をめざす介護事業者
①南アフリカ、アジアで行う自立生活支援（ヒューマンケア協会、東京都八王子市）
②自立支援サービスの展開（インフィック株式会社、静岡県）
③地域密着型から海外教育支援まで（メディカル・ケア・サービス株式会社、さいたま市）

第3章 ： 未来を見据えた組織づくり・人づくりの考察
①《対談》介護・医療を支える未来の組織モデル――ホラクラシーからティール組織まで
　　　　中土井僚（『なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか』訳者） × 青木正人
②日本版ビュートゾルフの実際と将来展望（ビュートゾルフ柏）
③地域専門職が取り組む在宅ケアとまちづくり（LE.O.VE株式会社）
④在住外国人への就労支援から始まった介護人材育成（横浜福祉事業経営者会）
⑤アジア健康構想「日・越ヘルスケアブリッジ」事業（社会医療法人愛仁会）

第3章 ： 《座談会》地域を活性化させるために
　　　　    ――介護福祉を担う者の役割を考える

第4章 ： 地域の創生に向けた挑戦と創造

第1部 国際的な視野に立つ介護経営の動き第2部

ICTによる標準化と最新事例第3部

■ 編集委員代表：多田宏
                            （一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会代表理事）
■ 編集委員：青木正人（株式会社ウエルビー代表取締役社長）
　　　　　　川渕孝一（東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授）
■ 企画・制作：ヘルスケア総合政策研究所
■  発 行：日本医療企画
■ 書籍体裁等：B5判、並製本、256ページ
■ 定価：4,000円＋税
■ ISBN：978-4-86439-720-9　C3034

好評
発売中！
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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

ICTによる業務効率化と
市民の利便性向上に貢献地域

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

　福岡県大野城市は福岡市の南側に隣接し、同市のベッドタウンとして、人口は年々、増加

傾向にある。高齢化率は約21％で、全国平均と比べて６ポイント程度低い。比較的若い世

代の流入が多い同市では、市民満足度の向上に

ＩCＴ化の推進が欠かせないと判断。民間への業

務委託とＩＴによる市民データ管理により、「窓口

サービスの改革」をめざしワンストップ化に着手し

ている同市の取り組みを追う。

今月の
書籍紹介

2018年10月号
（2018年9月20日発売）

検 索

福岡県大野城市

医療白書 2018年度版
医療新時代を切り拓くデジタル革命の衝撃
AI、IoT、ビッグデータがヘルスケアの未来を変える

デジタルホスピタル構想、治療アプリ、手術VR、
データヘルス改革、データサイエンティストの育成…etc
医療の常識を覆す最新事例が満載！

　AI（人工知能）、IoT、ビッグデータ、ロボティクスなどの活用を目指す「デジ
タル革命」により、ヘルスケア分野にパラダイムシフトが起きようとしてい
る。第1部において医療のデジタル革命を総力特集。話題の医療ベンチャー
による座談会や第一線で活躍する識者による寄稿、国内外の最新事例を通
してその課題と展望を探っていく。また、第2部では、医療制度・政策に関す
る重要論点について、国の政策、医療界が進むべき方向性を提言する。

■ 監　修：西村周三（一般財団法人医療経済研究・社会保険 福祉協会
　　　　　　　　　 医療経済研究機構所長） 
■ 企画・制作：ヘルスケア総合政策研究所
■ 定　価：4，860円（本体価格：4,500円＋税）
■ 体　裁：B5判、184ページ 
■ I S B N：978-4-86439-719-3

第1部 ： 【総力特集】医療新時代を切り拓くデジタル革命の衝撃
　　　　 ──AI、IoT、ビッグデータがヘルスケアの未来を変える

●第1編　【特別座談会】医療ベンチャーが目指す次世代ヘルスケア
　　　　　 ──医師の知見とテクノロジーの力で社会を変革する
●第2編　ヘルスケア分野に押し寄せるデジタル化の波
　　　　　 ──イノベーション創発に向けた課題と展望
●第3編　ヘルスケア×テクノロジーの最前線
　　　　　 ──医療の質向上と効率化に向けた挑戦

第2部 ： 日本の医療の「現在」と「未来」がわかる
　　　　 ──2018年度医療制度・政策をめぐる重要論点

第3部 ： 年表・資料編
　　　　「介護保険制度」創設以降における

保健・医療・福祉・介護の歩み
              2000（平成12）年～2018（平成30）年

目  次
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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方式とは……
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！

介護福祉マネジメント講座

「介護福祉経営士」資格認定試験に対応する10科目を、
科目別に4回に分けて学びます。

多岐にわたる試験範囲を1日の集中講義でわかりやすく解説！！

短期間で集中的に
学べる！

1講座からでも受講
可能！

すでに資格を取得
している方は、

復習や苦手分野の
学び直しに最適！

■受講料：1講座（1日）5,000円（税込）
■会場：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）
■主催：株式会社日本医療企画

■受講料：各日15,000円（税込）
■会場：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）
■主催：株式会社日本医療企画

■介護福祉マネジメント講座（全4回）

政策と歴史
制度と法令
サービス向上
産業論

2018年10月 4 日（木）
2018年10月10日（水）
2018年10月18日（木）
2018年10月25日（木）

※年末年始を除く。試験会場によって異なります。

株式会社日本医療企画  TEL.03-3256-2885
ホームページ（http://www.jmp.co.jp/）の「セミナー情報」から

ご確認いただけます

お問い合わせ・お申込み

～介護福祉経営士2級資格認定試験対策～

★本講座は、「介護福祉経営士テキストシリーズ基礎編（全
10巻）」をテキストに使用します。

　各自お買い求めのうえ、各科目別講座に該当するテキスト
をご持参のうえご来場ください。

「介護福祉経営士
2級」

資格認定試験合格
を

目指そう！ 開催日

■ポイント整理講座

講座内容

講座／
問題演習・解説

2018年
9月27日（木）

2018年
10月27日（土）

開催日

講座内容
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介護の魅力と価値を高めるのはあなたです

●協会推薦図書
●介護福祉経営士
テキストのご案内

5
●今月の「介護ビジョン」
●今月の書籍紹介

6
●介護福祉マネジメント
講座開講のご案内

●INFORMATION
7
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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10月6日（土） 13：30～17：30
■内容：
　基調報告「これからの排尿管理のあり方」
　講演①「膀胱機能評価と薬物治療」
　講演②「カテーテル抜去のパス」
　講演③「事例に学ぶ排尿自立指導」
　講演④「排尿ケアチームのつくり方」
　シンポジウム「現場は変わる！ 排尿管理の取り組みの意義とその効果」
■会場：大和ハウス本社ホール（東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号）
■受講料：5,000円 ※テキスト付き（『みんなで取り組む排尿管理』日本医療企画 刊）
■定員：150名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
■共催：日本排尿デザイン研究所

2018年度の診療報酬改定を経て、より一層、自立排尿の視点から患者の尊厳
や自立支援を促していくことが求められる。本セミナーは、排尿自立を実践す
るための重要ポイントや実践事例を通して、現場での排尿自立指導管理に必
要な最新のノウハウを学ぶ。

実践に学ぶ排尿管理セミナー
̶排尿ケアチームを成功に導くポイント̶

■日時：2018年10月27日（土） 14：00～17：00
■講師：坪茂典氏（社会医療法人愛仁会高槻地区事業統括部長兼社会福祉法人
             愛和会本部統括部長）
■会場：第一セントラルビル1号館5階D会議室（岡山県岡山市北区本町6-36）
■受講料：協会会員：3,000円、一般：4,000円
　※税込
　※研究会終了後、懇親会を予定（自由参加、会費4,000円）
■定員：35名

アジア健康構想「日越ヘルスケアブリッジ」の現状報告を交えながら、愛仁会グ
ループが展開する医療・介護・保険・福祉・教育を包括した経営戦略について
解説する。

【10月期】医療経営士・介護福祉経営士
合同研究会

■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

【介護福祉経営士 活動レポート Vol.21】

関西支部

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11月18日（日）13：00～17：30
■講演者：
　田中滋氏（日本介護経営学会会長、埼玉県立大学理事長、慶應義塾大学名誉教授）　
　香取幹氏（日本介護経営学会理事・大会長、株式会社やさしい手代表取締役社長）
　ほか
■会場：公益財団法人鉄道弘済会 弘済会館（東京都千代田区麹町5-1）
■参加費：一般4,000円、日本介護経営学会会員3,000円、
　　　　  学生2,000円／研究交流会6,000円
■申込締切日：2018年11月8日（木）

新しい地域包括ケアシステムの中での介護経営の役割を明確にし、介護経
営の進化による社会への貢献について考える。

特定非営利活動法人日本介護経営学会
メールアドレス：fc_ysthonbu@yasashiite.com

お問い合わせ

第14回日本介護経営学会学術大会
地域包括ケアシステムの中での介護経営の役割

日本介護経営学会

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10月3日、10月17日、11月7日、11月21日、12月5日、12月19日
　　　 第1・3水曜日 17：00～19：30
■会場：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）
■参加費：110,000円（入塾料10,000円、受講料100,000円）
　　　　 ※介護福祉教育エキスパート修了者は入塾料無料

60年余にわたり、高齢者・障害者生活支援の教育と実践に携わってきた黒澤貞
夫氏の直接指導による「黒澤塾」を開講。次代の地域福祉・介護教育の中核的
リーダーを育てることを目標に、講義と議論・グループワークで、マネジメント
能力・指導力に磨きをかける。研究テーマに厚生労働省「介護福祉士養成課程
の教育内容の見直し」の項目を基軸として掲げ、実践していくための具体策を
研究する。

黒澤塾事務局（日本医療企画内）
TEL.03-3256-2863　URL.http://kaigo-education.jp/

お問い合わせ

次代の地域福祉・介護教育の中核的リーダーを育てる！
黒澤塾

介護福祉指導教育推
進機構

第3回
全国介護福祉
総合フェスティバル in 福岡

4

株式会社日本医療企画 セミナー事務局
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」開催

介護福祉経営士が描く
未来のビジョン

介護福祉経営士
活動レポート Vol.21

2

介護福祉経営士が描く
未来のビジョン

「第3回全国介護福祉総合
  フェスティバル in 福岡」開催

K100


