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介護の魅力と価値を高めるのはあなたです

●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。

【介護福祉経営士 活動レポート Vol.23】

■日時：2018年12月8日（土） 15：00～16：45
■講師：富樫由希夫氏
            （社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院常務理事、医療経営士1級）
             皆川敬氏（サニーウインググループ代表・施設長、介護福祉経営士1級）
■会場：新潟ユニゾンプラザ 小研修室2（新潟県新潟市中央区上所2-2-2）
■受講料：協会会員：1,000円、一般：2,000円 ※税込
■定員：40名

地域包括ケアシステムの構築を進めていくには、医療と介護の連携が欠か
せない。今回は、各法人の取り組み事例や今後の展望を共有し、県内の医
療・介護の状況を知る機会とする。県内での新たなネットワークをつくる機
会として活用してほしい。

株式会社日本医療企画 関東支社
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

医療経営士・介護福祉経営士 第1回新潟合同研究会
医療・介護における各法人のマネジメント事例と
今後の戦略

北信越支部

■日時：2018年12月15日（土） 16：00～18：00
■講師：小笠原浩一氏
　　　 （東北福祉大学大学院教授、日本介護福祉経営人材教育協会理事）
■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）
■参加料：5,000円 ※テキスト付き ※税込
                  『地域密着型サービスの生産性をいかに高めるか̶̶小規模多機能型居宅
                    介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の生産性向上マニュアル』
■定員：40名 ※定員になり次第、締め切らさせていただきます
■共催：一般社団法人「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会
■後援：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会

人材確保が困難をきわめるなか、今後急拡大する介護ニーズに対応していく
ため、介護事業者には生産性向上に向けた取り組みが求められている。「民介
協」では、中小介護事業者による生産性向上策について調査研究事業を実施
し、テキストに取りまとめた。本セミナーは同テキストを元に、介護事業所の生
産性向上を進めるポイントを学ぶ。2019年2月16日には仙台で開催予定。

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

中小介護事業所の経営者・リーダー必見!!
介護事業の生産性向上セミナー

日本医療企画

■日時：2018年12月7日（金） 13：30～16：30
■講師：髙橋樹世氏（社会福祉法人豊島区社会福祉事業団風かおる里）
　　　  山下純弘氏（株式会社フーヅリンク代表取締役）
■会場：株式会社AIHO 東京支店（東京都練馬区豊玉南3-11-3）
■参加費：無料
■後援：株式会社AIHO 東京支店

介護施設にとって、人材不足は大きな悩み。その解消に向けては、「いかに
人手をかけずに美味しい食事を提供するか」をしっかり考えることが重要
だ。調理済み食材の活用で、施設の経営、栄養部門、利用者それぞれにどの
ようなメリットが生まれるのか。導入事例の紹介を通して実感できるセミ
ナー。試食あり。

人材不足を解消する給食マネジメント

日本栄養経営実践協
会

日本栄養経営実践協会 関東支部
（株式会社日本医療企画 関東支社 内）
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

入選作品掲載
第3回
「介護福祉のみらい」作文
コンクール
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■日時・会場：
　【東北地区】2018年12月11日（火） 12：30～17：00
　　　　　　あいおいニッセイ同和損保 仙台支店 会議室
　　　　　　（宮城県仙台市青葉区花京院1-1-10）
　【関西地区】2019年1月15日（火） 12：30～17：00
　　　　　　あいおいニッセイ同和損保 あいおい京都四条大宮ビル 会議室
　　　　　　（京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮2）
　【関東地区】2019年1月16日（水） 12：30～17：00
　　　　　　あいおいニッセイ同和損保 あいおい新宿ビル 会議室
　　　　　　（東京都渋谷区代々木3-25-3）
■講師：本間秀司氏（ウェルフェアー・J・ユナイテッド株式会社代表取締役）
　　　  対馬徳昭氏（つしま医療福祉グループ代表）
■参加費：民介協会員：3,000円、一般：25,000円 ※当日までにご入会の場合は会員料金
■申込締切日：
　【東北地区】2018年12月5日（水）
　【関西地区・関東地区】2019年1月10日（木）

介護保険がスタートして18年以上、昨今の人材不足はもちろんのこと、経営面
においても厳しさが増している。今回は、介護事業の収益性も高めるべく、業
界に詳しい講師を招き全国講演会を行う。

先を読み、今手をうつべきこと
介護事業大改革に向けて…全国講演会

全国介護事業者協議
会

一般社団法人『民間事業者の質を高める』
全国介護事業者協議会（民介協） 事務局
TEL.03-5289-4381

お問い合わせ

介護福祉経営士
活動レポート Vol.23
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第3回 全国介護福祉総合
フェスティバル in 福岡

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材受け
入れなど熱い議論を交わす

第3回 全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡第3回 全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡

提供：福岡市提供：福岡市

■日時：2018年11月7日、11月21日、12月5日、12月19日、2019年1月9日、1月23日
　　　 各水曜日 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：各回 20,000円 ※税込

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。参加は1回から可能。

黒澤塾事務局（株式会社日本医療企画内）
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

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材

受け入れなど熱い議論を交わす

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材

受け入れなど熱い議論を交わす

■日時：2018年12月15日（土） 14：00～17：00
■講師：横井孝治氏（株式会社コミュニケーター代表取締役、
　　　  日本介護福祉経営人材教育協会関西支部理事）
■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：2,000円、一般：3,500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

患者、利用者、家族の心をつかむ「販促のキモ」講座と、家族の立場から見た
専門職への希望と「見える化」の重要性の2部構成で行う、介護福祉経営士・
医療経営士・栄養経営士の合同研究会。

販促＆介護情報のスペシャリストから学ぶ
「独自のウリ」の見つけ方・活かし方

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL.06-7660-1761

お問い合わせ

関西支部

K100
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介護福祉経営士が
現場改善に果たす役割とは

　1日目（9月29日）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した。「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

を中心とした討論が行われた。

　まず、コーディネーターの西九州大学健康福祉学部社

会福祉学科長の滝口真氏が、「超高齢社会のなかで、福

祉分野は経済再生のエースともいえる。運営から経営へと

視点もシフトされるなかで、介護福祉経営士の方がどのよ

うにかかわっているのか、議論していきましょう」と投げか

けた。

　登壇する介護福祉経営士は、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の冨永義道氏、Smile 

Careコンサルタント代表の藤島こずえ氏、のびしろ会計事

務所代表、公認会計士の朴賢大氏、ケアウェル安心株式

会社介護サービス事業部取締役の宮川公一氏。

経営の視点をもつ介護福祉経営士を
キャリアアップのひとつに

　冨永氏は、大分県中津市で介護事業を行う法人に総務

部経営企画室課長として勤務。介護や福祉を学んだこと

のない地元の高校生を採用し、法人内で資格を取らせな

がらスキルアップを図り、キャリアを積ませる法人の取り組

みを紹介。「介護だけではなく、経営の考え方を学ぶこと

で、介護を新しい視点で見ることができる」と、介護福祉経

営士もそうしたスキルアップに役立っていると話した。

　藤島氏は看護業界から介護業界へ転身し、そして現在

コンサルタント会社を立ち上げた。変化する利用者ニー

ズ・法制度に対応するため「全員経営」を旗印に、介護事

業所に向けた人材教育を行っている。①現在のリーダー

の育成、②チームビルディング、③次期リーダーの育成、④

採用戦略の構築・実践、⑤現場職員の育成の５段階に分

けて人材育成を図っており、介護現場で「看護師」や「ケア

マネ」という資格だけではなく、経営の視点をもって経営者

と話せることを示すうえで、介護福祉経営士が役に立って

いると語った。

介護福祉経営士はイノベーター

　朴氏は、公認会計士として財務会計の分野から介護に

かかわっていると、自らの業務・役割を説明した。大切なこ

とは変化に対応することであり、変化に気づくための短期

計画と長期計画を設定する大切さを話した。そして、「領収

書を撮影してデータ保存すれば、それも一つのＩＣＴ化で

す。難しく考えることなく、ＩＣＴ化に取り組んでもらいたい」

と、社会の動向にあわせて柔軟に動ける体制づくりに、介

護福祉経営士として取り組んでいると話した。

　宮川氏は、現在法人では海外との渉外なども行ってお

り、「世界の介護関係者と会う中で、日本の介護から諸外

国が学んでいることもあると実感している」と、日本の介護

が世界に与える影響について述べるとともに、「介護福祉

経営士はイノベーターだと思っている」と語り、そうしたグ

ローバル化する介護現場で、介護福祉経営士としてどう介

入できるか日々考えるとともに、そこに介護福祉経営士の

活躍の場があると期待を述べた。

　

人材育成による介護職の
社会的地位向上を

「これからの介護はどうしていくべきか」という滝口氏から

の問いに対し、冨永氏は「人が一番大切である」と指摘。

「働く人材が減る中で、どのように獲得していくか。さらに、

多様なニーズに対応できる人材をどう育成するか、それが

肝になる」と人材育成の必要性を強調した。

　「介護職の地位向上」を挙げたのは、藤島氏。「介護は

社会から求められるものが多いのに、反比例するように社

会的地位が低い。人材育成をすることで社会的地位の確

立をめざしたい」と展望を述べた。

　朴氏は医療と同様にエビデンスやアウトカムが求められ

ていると指摘し、「公共財をつかった事業である以上、透

明性の確保が急務。そのための努力が介護事業者には求

められる」と会計士ならではの視点から指摘した。

　宮川氏は今年度の介護報酬改定で挙げられた４つの

柱のうち、多様な人材の確保と生産性の向上が大きな

テーマになると発言。「人材の確保・育成、外国人人材との

連携に合わせて、生産性の向上を介護現場でどのように

融合させていくかが問われている」と述べた。

　登壇者から滝口氏に「留学生を受け入れる教育現場の

課題は？」という問いかけもなされた。滝口氏は「本人の素

養もあるが、自国での教育がどれだけしっかりしているか。

つまり、送り出す側の教授のパーソナリティーや指導法を

学校が認めることで、留学生として受け入れることができ

る」と、教える側の質が重要と指摘。「母国できっちりと学ん

だ学生が、日本に学びに来ている。あと10年、20年すると

他国の介護のほうが日本のレベルを凌駕するのでは」と語

り、パネルディスカッションを締め括った。

のびしろ会計事務所代表
公認会計士　朴賢大氏

ケアウェル安心株式会社
介護サービス
事業部取締役　宮川公一氏

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
冨永義道氏

Smile Careコンサルタント
代表　藤島こずえ氏

KFKNews

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材受け入れなど

熱い議論を交わす

介護福祉経営士活動レポート  Vol.23

９月29日・30日に開催された「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」から、今号は、介護福祉経営士
が登壇したパネルディスカッションの模様を紹介する。

全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡第3回

滝口真氏（西九州大学健康福祉学部社会福祉学科長）を中心に白熱する議論

K100
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介護福祉経営士が
現場改善に果たす役割とは

　1日目（9月29日）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した。「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

を中心とした討論が行われた。

　まず、コーディネーターの西九州大学健康福祉学部社

会福祉学科長の滝口真氏が、「超高齢社会のなかで、福

祉分野は経済再生のエースともいえる。運営から経営へと

視点もシフトされるなかで、介護福祉経営士の方がどのよ

うにかかわっているのか、議論していきましょう」と投げか

けた。

　登壇する介護福祉経営士は、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の冨永義道氏、Smile 

Careコンサルタント代表の藤島こずえ氏、のびしろ会計事

務所代表、公認会計士の朴賢大氏、ケアウェル安心株式

会社介護サービス事業部取締役の宮川公一氏。

経営の視点をもつ介護福祉経営士を
キャリアアップのひとつに

　冨永氏は、大分県中津市で介護事業を行う法人に総務

部経営企画室課長として勤務。介護や福祉を学んだこと

のない地元の高校生を採用し、法人内で資格を取らせな

がらスキルアップを図り、キャリアを積ませる法人の取り組

みを紹介。「介護だけではなく、経営の考え方を学ぶこと

で、介護を新しい視点で見ることができる」と、介護福祉経

営士もそうしたスキルアップに役立っていると話した。

　藤島氏は看護業界から介護業界へ転身し、そして現在
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介護福祉経営士はイノベーター
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人材育成による介護職の
社会的地位向上を

「これからの介護はどうしていくべきか」という滝口氏から
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のびしろ会計事務所代表
公認会計士　朴賢大氏

ケアウェル安心株式会社
介護サービス
事業部取締役　宮川公一氏

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
冨永義道氏

Smile Careコンサルタント
代表　藤島こずえ氏

KFKNews

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材受け入れなど

熱い議論を交わす

介護福祉経営士活動レポート  Vol.23

９月29日・30日に開催された「第3回全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡」から、今号は、介護福祉経営士
が登壇したパネルディスカッションの模様を紹介する。

全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡第3回

滝口真氏（西九州大学健康福祉学部社会福祉学科長）を中心に白熱する議論
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第3回「介護福祉のみらい」作文コンクール
入選作品掲載

　一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会は、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
え発表する場として、第3回「介護福祉のみらい」作文コンクールを実施。全国から寄せられた420編から黒澤貞夫審査委員長（一
般社団法人介護福祉指導教育推進機構代表理事）のもと厳正な審査が行われ、入選作品が決定した。今号より順次紹介する。

佐藤 萌絵さん
（群馬県立吾妻中央高等学校 福祉科1年）

受賞者コメント

vol.1

「win・winな関係作り」

　私は、小さい時からたくさんのお年寄りと関わってきまし
た。家には、祖母がいましたし、近所のお年寄りとゲートボー
ルや町の行事などで交流がたくさんありました。
　私が小学校一年生の時に、家の周りを自転車で遊んでい
ると、通り沿いの家から手を振るおじいさんがいました。その
おじいさんは、とてもやさしくすぐに仲良くなりました。毎日、学
校が終わるとおじいさんの家へ遊びに行き、お手玉や折り
紙、こまなどの遊びをおしえてもらい、楽しく遊びました。しか
し、おじいさんは耳が遠く、普通に話したのではなかなか伝わ
らないことがありました。そこで紙に書いて話しました。小学
校に上がったばかりで上手に平仮名がかけなくても、いつも
おじいさんは、
　「字が上手だねー。」
などと褒めてくれました。
　なので私は、もっと褒めてもらいたいと思い毎日練習し平
仮名はもちろん漢字などを覚えるのも好きになりました。おじ
いさんとの交流で色々なことを学ぶことが出来ました。
　今の子供達は、インターネットの普及やゲームによって外
で遊ぶ機会が減ったと思います。一方のお年寄りも、一人暮
らしやデイサービスなどを受けていないお年寄りがどんどん
増えて他人と関わることが減ってきていると思います。

　そこで私は、そんなお年寄りと子供との交流の場を増やし
たいと思いました。例えば、幼稚園が終わった後の時間や小
学生の子が学校終わりに寄れる場所として公民館を使い、お
年寄りがそこで昔の遊びや実体験を教えることで、私がそう
であったように貴重な経験になると思います。何か一つのこと
でも、成功したり出来た時に温かい拍手や笑顔、そして褒めら
れた時に私は心から嬉しかったので、それを知らない、今の
子供達に伝えたいと思いました。お年寄りも教えてよかった、
次は何をしようかなどお互いがお互いを尊重し、自分の存在
を肯定してくれる場所ができると思います。お年寄りは、コミュ
ニケーションをとることで生き生きと充実した生活が送れる
と思うし、子供は人を思いやる力や話を聞く力などがどんどん
ときたえられ、お互いにとってｗｉｎ・ｗｉｎな関係がつくれる
と思います。
　私は、近所のおじいさんとの思い出を無駄にしないために
も福祉の道に進みました。高齢化が進む今、私には何ができ
るのか。それが身近な問題になったからこそお互いがお互い
を信頼し、助け合えるｗｉｎ・ｗｉｎな関係作りが重要になっ
てくると思います。それには減りつつある子供とお年寄りが関
わり合ってこそいい地域や社会作りにつながり、私のような貴
重な経験をすることにもつながってくると思います。

　作文を書くにあたって、実習先での経験や家族と関わる中で実際
に感じたことを文章にすることを大事にしました。特におばあちゃんと
過ごす中で感じることは大事にしています。これからも授業や家族と
の関わりを大事にしたいです。

■福祉科主任 武 幸男教諭
　他校が作文コンクールへ積極的に応募しているのを知り刺激を受
けたので、今では夏休みの宿題として1回、他のコンクールも含めて4
回ほどコンクールに応募しています。実習での様々な体験を文章に
することで、自分自身の知識や考えをアウトプットすることに繋がり、
文章力も身につくと考えています。 （左）武幸男教諭（右）佐藤萌絵さん

優 秀 賞

合格者の声
介護福祉事業へ進出する医師の支援に
「介護福祉経営士」資格を活かす

田中 道隆

開業準備から開業後まで
継続して支援を行う

　医療専門ファイナンス会社に約17年間勤め、クリニックの
新規開業のご支援や開業後の経営・運営のご相談に応える
経験を積んできました。当時から「開業準備段階から、場所
の選定や金融機関との交渉など医師自身で決定すべき事柄
が多くあり、その都度、判断に困っている」ということに課題を
感じていました。加えて、開業後にはクリニックの経営や人事
労務、雑用など様々な事柄を医師が1人で行わなければな
りません。そこで、開業前から開業時、開業後も継続して支
援を行う「株式会社オールウェイズメディカル」を立ち上げま
した。スムーズな開業を支援し、開業後は院長が診療に集中
できるよう、医師免許がなくてもできる部分を手伝うために、
事務長（通称：プチ事務長）として経営面・運営面の不安事
を一つでも減らせるようサポートさせていただいています。
　地域住民の方々に認知され、患者数の増加や業績アップ、
スタッフの定着など成果が表れた時は、地域にとって不可欠
な施設をつくることができた喜びを感じます。

講座と試験同日開催で
時間的ロス・移動ロスなく受験

　クリニックのサポートをするにあたっては、医療だけでなく
介護の知識も必要不可欠です。医療経営士2級の資格を保
持していますが、今私が持っている介護福祉の知識だけでな
く介護福祉経営の基礎知識を体系的に学び直して、介護福
祉経営士として活躍されている方達と共に研鑽を積みたいと
思い受験しました。
　「第3回全国介護福祉総合フェスティバル」で行われた試

験対策講座と試験に参加したところ、講座終了から試験開
始まで座って勉強する場所がなかったことが残念でした
が、同日開催のため時間や移動ロスがなく、効率よく受験で
きました。また、結果がその場でわかることも良かったと思い
ます。
　これまで医療経営士として研究会やセミナーに積極的に
参加し、医療経営士との情報交換などを通じて自分の事業
にも役立ててきました。これからは介護福祉経営士として活
躍されている方とも交流を深め、ともに介護経営について学
び、事業にも活かしていきたいです。

「参加する」「意見を言える」
勉強会・セミナーの開催を期待

　今後はさらに、地域の方々に喜ばれる医療モールの開設
（計画・運営）を目指します。また、介護福祉事業へ進出を考
える医師の支援のために「介護福祉経営士」を活かすつもり
です。地域包括ケアシステムの中で存在感を示す施設になる
には、介護サービスの充実が重要です。医療・介護両方の経
営について研鑽を積むことで、幅広く地域福祉を支える事業
展開ができると考えています。
　現在、福岡市内で毎月1回「開業医院長支援（事務長）講
座（クリニックサポートクラブcscfam）」を開き、クリニックを
支える「プチ事務長」の仕事に関心を持つ方とともに、クリ
ニック経営・運営・支援の勉強会をし、さらに「介護福祉経営
支援講座（仮称）」の開催も計画中です。
　これらの実現のために、レベルアップを図りたいと思ってい
ます。実務上のトラブルや良かったことなど現場の生の声を
知りたいので、「聞くだけ」ではなく「参加する」「意見を言え
る」勉強会やセミナーの開催を期待しています。

●たなか・みちたか
株式会社オールウェイズメディカル
代表取締役
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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　医療専門ファイナンス会社に約17年間勤め、クリニックの
新規開業のご支援や開業後の経営・運営のご相談に応える
経験を積んできました。当時から「開業準備段階から、場所
の選定や金融機関との交渉など医師自身で決定すべき事柄
が多くあり、その都度、判断に困っている」ということに課題を
感じていました。加えて、開業後にはクリニックの経営や人事
労務、雑用など様々な事柄を医師が1人で行わなければな
りません。そこで、開業前から開業時、開業後も継続して支
援を行う「株式会社オールウェイズメディカル」を立ち上げま
した。スムーズな開業を支援し、開業後は院長が診療に集中
できるよう、医師免許がなくてもできる部分を手伝うために、
事務長（通称：プチ事務長）として経営面・運営面の不安事
を一つでも減らせるようサポートさせていただいています。
　地域住民の方々に認知され、患者数の増加や業績アップ、
スタッフの定着など成果が表れた時は、地域にとって不可欠
な施設をつくることができた喜びを感じます。

講座と試験同日開催で
時間的ロス・移動ロスなく受験

　クリニックのサポートをするにあたっては、医療だけでなく
介護の知識も必要不可欠です。医療経営士2級の資格を保
持していますが、今私が持っている介護福祉の知識だけでな
く介護福祉経営の基礎知識を体系的に学び直して、介護福
祉経営士として活躍されている方達と共に研鑽を積みたいと
思い受験しました。
　「第3回全国介護福祉総合フェスティバル」で行われた試

験対策講座と試験に参加したところ、講座終了から試験開
始まで座って勉強する場所がなかったことが残念でした
が、同日開催のため時間や移動ロスがなく、効率よく受験で
きました。また、結果がその場でわかることも良かったと思い
ます。
　これまで医療経営士として研究会やセミナーに積極的に
参加し、医療経営士との情報交換などを通じて自分の事業
にも役立ててきました。これからは介護福祉経営士として活
躍されている方とも交流を深め、ともに介護経営について学
び、事業にも活かしていきたいです。

「参加する」「意見を言える」
勉強会・セミナーの開催を期待

　今後はさらに、地域の方々に喜ばれる医療モールの開設
（計画・運営）を目指します。また、介護福祉事業へ進出を考
える医師の支援のために「介護福祉経営士」を活かすつもり
です。地域包括ケアシステムの中で存在感を示す施設になる
には、介護サービスの充実が重要です。医療・介護両方の経
営について研鑽を積むことで、幅広く地域福祉を支える事業
展開ができると考えています。
　現在、福岡市内で毎月1回「開業医院長支援（事務長）講
座（クリニックサポートクラブcscfam）」を開き、クリニックを
支える「プチ事務長」の仕事に関心を持つ方とともに、クリ
ニック経営・運営・支援の勉強会をし、さらに「介護福祉経営
支援講座（仮称）」の開催も計画中です。
　これらの実現のために、レベルアップを図りたいと思ってい
ます。実務上のトラブルや良かったことなど現場の生の声を
知りたいので、「聞くだけ」ではなく「参加する」「意見を言え
る」勉強会やセミナーの開催を期待しています。

●たなか・みちたか
株式会社オールウェイズメディカル
代表取締役
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

K100
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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

地域や介護の課題を解決地域
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

　近年、介護事業所がケアの提供だけではなく、これまでに

培ってきた経験や技術をもとに、商品やサービスを開発して

いるケースが見られるようになってきた。「利用者との取り組

みのなかでつくってきたものを本格的に商品化」「職員が働

きやすいシステムを開発」など、職員や利用者の創意から生

まれたものから、「介護にさらなる付加価値を」といった思い

から誕生したものまでさまざまある。

　介護現場から生まれた製品・サービスにはどんな魅力が

あり、それが事業経営や地域にどのように貢献しているのか、

その現状を探る。

2018年12月号
（2018年11月20日発売）

検 索

介護事業者の「商品開発力」

今月の
書籍紹介

看護師のための
アンガーマネジメント
「怒り」「イライラ」の本質を理解すると
援助の仕事はもっとうまくいく！

光前 麻由美 著
■体 裁：四六判・並製、
　　　  136ページ
■定 価：本体1,500円＋税

　対人援助職であり、感情労働と言われる介護・看護の仕事は、患者さんやその家族と深くかかわることが多く、他職種との連携におい
ても中心的な立場となるため、人間関係でストレスを感じることが少なくありません。感情的になって怒りをぶつけることと、自分の感
情を伝えることは違います。他人や自分自身の怒りに振り回されず、怒りで後悔しないためのテクニックを紹介します。
　アンガーマネジメントは、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

看護師のしごととくらしを豊かにする

「怒り」の感情を上手にコントロールする技術

シリーズ8

・ついイライラしてしまい後悔することがある
・言いたいことが言えずにストレスをため込んでしまう
・職場の接遇の向上や離職率の低下を目標としている
・新人や学生指導を担当している

・新しい職場で不安を抱えている
・人間関係に悩んでいる
・最近やる気をなくしている
・今よりもっと快適に過ごしたい

■次のような悩みを抱えた看護師の方に有効です。 誰でも簡単、すぐに実践できるテクニックをアンガーマネジメントコンサルタントで現役看護師の著者がわかりやすく解説！
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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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介護の魅力と価値を高めるのはあなたです

●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。

【介護福祉経営士 活動レポート Vol.23】

■日時：2018年12月8日（土） 15：00～16：45
■講師：富樫由希夫氏
            （社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院常務理事、医療経営士1級）
             皆川敬氏（サニーウインググループ代表・施設長、介護福祉経営士1級）
■会場：新潟ユニゾンプラザ 小研修室2（新潟県新潟市中央区上所2-2-2）
■受講料：協会会員：1,000円、一般：2,000円 ※税込
■定員：40名

地域包括ケアシステムの構築を進めていくには、医療と介護の連携が欠か
せない。今回は、各法人の取り組み事例や今後の展望を共有し、県内の医
療・介護の状況を知る機会とする。県内での新たなネットワークをつくる機
会として活用してほしい。

株式会社日本医療企画 関東支社
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

医療経営士・介護福祉経営士 第1回新潟合同研究会
医療・介護における各法人のマネジメント事例と
今後の戦略

北信越支部

■日時：2018年12月15日（土） 16：00～18：00
■講師：小笠原浩一氏
　　　 （東北福祉大学大学院教授、日本介護福祉経営人材教育協会理事）
■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）
■参加料：5,000円 ※テキスト付き ※税込
                  『地域密着型サービスの生産性をいかに高めるか̶̶小規模多機能型居宅
                    介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の生産性向上マニュアル』
■定員：40名 ※定員になり次第、締め切らさせていただきます
■共催：一般社団法人「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会
■後援：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会

人材確保が困難をきわめるなか、今後急拡大する介護ニーズに対応していく
ため、介護事業者には生産性向上に向けた取り組みが求められている。「民介
協」では、中小介護事業者による生産性向上策について調査研究事業を実施
し、テキストに取りまとめた。本セミナーは同テキストを元に、介護事業所の生
産性向上を進めるポイントを学ぶ。2019年2月16日には仙台で開催予定。

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

中小介護事業所の経営者・リーダー必見!!
介護事業の生産性向上セミナー

日本医療企画

■日時：2018年12月7日（金） 13：30～16：30
■講師：髙橋樹世氏（社会福祉法人豊島区社会福祉事業団風かおる里）
　　　  山下純弘氏（株式会社フーヅリンク代表取締役）
■会場：株式会社AIHO 東京支店（東京都練馬区豊玉南3-11-3）
■参加費：無料
■後援：株式会社AIHO 東京支店

介護施設にとって、人材不足は大きな悩み。その解消に向けては、「いかに
人手をかけずに美味しい食事を提供するか」をしっかり考えることが重要
だ。調理済み食材の活用で、施設の経営、栄養部門、利用者それぞれにどの
ようなメリットが生まれるのか。導入事例の紹介を通して実感できるセミ
ナー。試食あり。

人材不足を解消する給食マネジメント

日本栄養経営実践協
会

日本栄養経営実践協会 関東支部
（株式会社日本医療企画 関東支社 内）
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

入選作品掲載
第3回
「介護福祉のみらい」作文
コンクール

4

■日時・会場：
　【東北地区】2018年12月11日（火） 12：30～17：00
　　　　　　あいおいニッセイ同和損保 仙台支店 会議室
　　　　　　（宮城県仙台市青葉区花京院1-1-10）
　【関西地区】2019年1月15日（火） 12：30～17：00
　　　　　　あいおいニッセイ同和損保 あいおい京都四条大宮ビル 会議室
　　　　　　（京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮2）
　【関東地区】2019年1月16日（水） 12：30～17：00
　　　　　　あいおいニッセイ同和損保 あいおい新宿ビル 会議室
　　　　　　（東京都渋谷区代々木3-25-3）
■講師：本間秀司氏（ウェルフェアー・J・ユナイテッド株式会社代表取締役）
　　　  対馬徳昭氏（つしま医療福祉グループ代表）
■参加費：民介協会員：3,000円、一般：25,000円 ※当日までにご入会の場合は会員料金
■申込締切日：
　【東北地区】2018年12月5日（水）
　【関西地区・関東地区】2019年1月10日（木）

介護保険がスタートして18年以上、昨今の人材不足はもちろんのこと、経営面
においても厳しさが増している。今回は、介護事業の収益性も高めるべく、業
界に詳しい講師を招き全国講演会を行う。

先を読み、今手をうつべきこと
介護事業大改革に向けて…全国講演会

全国介護事業者協議
会

一般社団法人『民間事業者の質を高める』
全国介護事業者協議会（民介協） 事務局
TEL.03-5289-4381

お問い合わせ

介護福祉経営士
活動レポート Vol.23

2

第3回 全国介護福祉総合
フェスティバル in 福岡

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材受け
入れなど熱い議論を交わす

第3回 全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡第3回 全国介護福祉総合フェスティバル in 福岡

提供：福岡市提供：福岡市

■日時：2018年11月7日、11月21日、12月5日、12月19日、2019年1月9日、1月23日
　　　 各水曜日 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：各回 20,000円 ※税込

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。参加は1回から可能。

黒澤塾事務局（株式会社日本医療企画内）
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

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材

受け入れなど熱い議論を交わす

介護現場は“運営から経営”へ！
人材育成や外国人人材

受け入れなど熱い議論を交わす

■日時：2018年12月15日（土） 14：00～17：00
■講師：横井孝治氏（株式会社コミュニケーター代表取締役、
　　　  日本介護福祉経営人材教育協会関西支部理事）
■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：2,000円、一般：3,500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

患者、利用者、家族の心をつかむ「販促のキモ」講座と、家族の立場から見た
専門職への希望と「見える化」の重要性の2部構成で行う、介護福祉経営士・
医療経営士・栄養経営士の合同研究会。

販促＆介護情報のスペシャリストから学ぶ
「独自のウリ」の見つけ方・活かし方
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