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全国介護福祉総合
フェスティバル in さいたま第 4 回

開催直前！ 開催プログラム

渋沢栄一の生き方に学ぶ
～社会福祉の元祖が残したものとは

基調講演

なぜ介護現場は人材が定着しないのか？
座談会

埼玉県立大学、埼玉医科大学、
城西大学薬学部、日本工業大学工学部
「ヒューマンケア」を学んだ4大学出身者たちの
多職種協働奮闘記

SAIPE（彩の国連携力育成プロジェクト）コラボ企画

外国人介護人材の現状と課題
パネルディスカッション

介護福祉経営士が描く未来の介護

介護現場の「働く」「学ぶ」のマネジメント

2019年9月6日（金）・7日（土）

座談会

スペシャル対談

いよいよ開催が間近にせまった「第４回 全国介護福祉総合フェスティバルinさいたま」。フェスティバルでは
第1回から一貫して、介護福祉経営士が中心となり介護福祉経営における諸問題について議論を進めてき
た。今回も介護福祉経営士が活躍する様々なプログラムが予定されているが、その中でも特に注目度の高い
プログラムを紹介する。

これからの介護福祉に残すべきもの、変えていくべきもの

開催日

埼玉会館
〒330-8518 埼玉県さいたま市
浦和区高砂3-1-4

会　場

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会主　催

演者：鮫島純子氏（97歳のエッセイスト／渋沢栄一の孫）

渋沢栄一から何を学ぶか
～経営基盤の確立と人材育成のために

9月6日（金）

9月7日（土）

パネラー：稲松孝思（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター顧問医）
山名敦子（元立正大学社会福祉学部教授）

座長：川渕孝一（一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会理事）

黒澤貞夫（一般社団法人介護福祉指導教育推進機構代表理事）
時田　純（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）
聞き手：神内秀之介（社会福祉法人ロータス福祉会理事／介護福祉経営士1級）

小平　達夫（富山短期大学准教授／介護福祉経営士1級）
井口健一郎（社会福祉法人小田原福祉会 法人事務局人財開発部部長・
　　　　　　　人財育成センター センター長／介護福祉経営士2級）　ほか
司会：青木正人（株式会社ウエルビー代表取締役）

座長：坪　茂典（社会医療法人愛仁会本部統括部長／
                                  日本介護福祉経営人材教育協会関西支部長）

小池　修（リハプライム株式会社代表取締役）
小林　司（株式会社らいふ常務取締役）
山下総司（社会福祉法人ひだまり理事／環境アドバイザー）
ファシリテーター：秋本可愛（株式会社Join for Kaigo代表取締役）

城西大学 奥野真由（管理栄養士 / 埼玉県社会福祉協議会）
埼玉県立大学 今野晴香（社会福祉士 / 福祉楽団 杜の家やしお）
埼玉医科大学 松本佳祐（医師 / 埼玉医科大学病院）
日本工業大学 隂山愛（日本工業大学大学院 建築デザイン学専攻）
概要説明：田口孝行（埼玉県立大学理学療法学科教授）
ファシリテーター：勝木祐仁（日本工業大学生活環境デザイン学科准教授）

【注目！介護福祉経営士の活躍するプログラム】
パネルディスカッション

※一部抜粋。敬称略。タイトル、出演者は
　予告なく変更する場合がございます。
※最新のプログラムはホームページをご確認ください。

公式ＷＥＢサイトで
事前参加登録、
最新情報掲載中！
http://www.nkfk.jp/kaigofes2019/
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“渋沢イズム”に学ぶ介護福祉経営のヒント

　今回のフェスティバルは、テーマにあるとおり「日本資本主義
の父」として知られる「渋沢栄一」に注目している。500社もの
企業経営にかかわった実業家・経営者としての渋沢は広く知
られているが、一方で東京慈恵会、日本赤十字社などの設立
にかかわるほか、養育院（現：東京都健康長寿医療センター）
初代理事長、全国慈善大会（現：全国社会福祉協議会）初代
会長、財団法人滝乃川学園初代理事長等を歴任するなど、日
本の社会（介護）福祉の礎を築いた人物でもある。
　「経営」と「介護福祉」の元祖である渋沢栄一は、正に介護福
祉経営士が学ぶべき先人であると言える。

　注目する1つ目のプログラムは、パネルディスカッション「渋
沢栄一から何を学ぶか～経営基盤の確立と人材育成のため
に」（９月６日開催）である。
　渋沢が設立に深くかかわった東京都健康長寿医療セン
ター（前養育院）の顧問医である稲松孝思氏と、渋沢の「社会
事業研究」の第一人者である山名敦子氏を招き、渋沢の社会
実業家としての足跡をたどる。座長は当協会理事の川渕孝一
氏。渋沢によって生まれた「福祉」の源流を明らかにするととも
に、渋沢の洗練された合理的な経営思考にふれることで、新た
な側面から介護福祉経営の未来を考える場となるであろう。

2人の巨匠に聞く介護福祉の今と未来

　次に紹介する注目プログラムは、スペシャル座談会「これか
らの介護福祉に残すべきもの、変えていくべきもの」（９月６日
開催）である。
　介護業界は制度改正や世相の影響を受けやすく、常に適応と
進化を続けなければ事業継続は難しい。だからこそ「自分たちの
目指すケア」をいかにビジョンとして共有するかが重要となる。

　介護福祉教育の第一線に立ち続けてきた黒澤貞夫氏。高
齢者の尊厳を守る現場での実践を通じて介護福祉を見つめ
続けてきた時田純氏（当協会副代表理事）。聞き手として介
護福祉経営士1級の神内秀之介氏が登壇し、介護福祉の歴
史を間近で体験してきた先人だからこそ語ることができる
メッセージに耳を傾け、これからのめざすべき「ケア」を見つ
ける場となるであろう。

マネジメントが介護現場の力となる

　最後に紹介するプログラムは、座談会「介護福祉経営士
が描く未来の介護――介護現場の“働く”“学ぶ”のマネジメ
ント」だ。
　介護現場における「人材」の重要性は年々高まり続けてい
る。富山短期大学にて福祉を志す学生たちに向けて教鞭とる
小平達夫氏。社会福祉法人小田原福祉会にて人財育成セン
ターセンター長を務める井口健一郎氏。介護福祉経営士で
もあり、人材マネジメントの最前線に身を置く両氏に、教育と
介護現場の連携の「今」を聞く。人材にまつわる諸問題は介
護福祉業界に限ったものではない。介護福祉経営士の視点
から人事・人材育成を考えながら、介護の未来、ひいては日
本の未来を展望する座談会となるであろう。
　
　ここで紹介した３つのプログラムに限らず、全国介護福祉総
合フェスティバルのプログラムの根底にあるものは「これからの
介護福祉」を皆で考え、語り合おうという思いである。
　現在、日本では世界でも類を見ないスピードで高齢化が進
行し、団塊世代が後期高齢者となる2025年には高齢化率は
30％を超えると予想されている。
　そんな今だからこそ「介護福祉」について社会全体で考
え、語り合うきっかけとして本フェスティバルをぜひ活用して
ほしい。
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登壇者プロフィール

鮫島 純子 エッセイスト

9月6日 渋沢栄一の生き方に学ぶ ～社会福祉の元祖が残したものとは
さめじま すみこ

1922年、東京生まれ。祖父は日本の資本主義の礎を築いた渋沢栄一。78歳でエッセイストデビュー。愛らしいイラストを添えた著
書が評判を呼ぶ。『あのころ、今、これから』『毎日が、いきいき、すこやか』『忘れないで季節のしきたり日本の心』『祖父、渋沢栄一に
学んだこと』など

基 調 講 演

稲松 孝思

座長：川渕孝一（一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会理事）
9月6日 渋沢栄一から何を学ぶか ～経営基盤の確立と人材育成のために

いなまつ たかし

石川県生まれ。1973年、金沢大学医学部卒業
後、同年東京都養育院付属病院（東京都老人医
療センターから東京都健康長寿センターと改
称・改組）。同院感染症科部長などを経て、
2009年から東京都健康長寿医療センター臨床
検査科部長。主著に「MRSA感染とその対策」
（全日本病院出版会）。

パネルディスカッション

地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター顧問医

山名 敦子
やまな あつこ

元立正大学社会福祉学部教授。(財)東京カリタスの
家ボランティアビューローソーシャルワーカー、上智
大学社会福祉学科ソーシャルワーク実習助手などを
経て、1996年4月より立正大学社会福祉学部教員。94
年より、長野県上伊那郡中川村において社会福祉実
践活動をはじめる。98年3月、4人のボランティアとと
もに、チャリティーとしての認知症高齢者向けグルー
プホーム麦の家を開設。2006年、立正大学を退職し
て麦の家ホーム長となり、現在に至る。

ファシリテーター：秋本 可愛 株式会社Join for Kaigo代表

小林 司

9月7日 なぜ介護現場は人材が定着しないのか？
あきもと

こばやし つかさ

かわい

1990年、山口県生まれ。大学在学中に起業サークルで認知症予防を目的としたフリーペーパーを企画・編集・発行。卒業後に株
式会社Join for Kaigoを設立。「介護に関わる全ての人が、自己実現できる社会をつくる」をビジョンに、次世代リーダーのコミュ
ニティ「KAIGO LEADERS」を立ち上げ、介護業界を担う20代に向けてイベントの定期開催や教育プログラムを実施。

金融機関勤務を経て、2016年4
月、株式会社らいふの施設部門・
ケアサービス部門担当取締役に
就任。株式会社らいふホール
ディングス取締役。「パワフルス
タッフ」と呼ばれる地域の高齢者
の採用・活用により派遣職員の
比率をゼロにするなどの取り組
みを進める。

山下 総司
やました そうし

医療法人社団緩和ケアクリニック・恵庭介護部門統括責任者、社
会福祉法人ひだまり理事、倶楽部くれぱすチーフアドバイザー。
1970年、奈良県生まれ。一般企業に勤務後、介護現場などで9年
間勤務。その後施設アドバイザーとして実際の介護現場に入りな
がら介護・環境アドバイスの取り組みを、全国各地で積極的に
行っており『環境は人を・施設を変える』をモットーに契約した事
業所へ定期的に足を運び、的確なアドバイスを繰り返すことで成
果を上げている。様々な事業所から講義依頼を受けて「伝わる」
を目標に活動している。

小池 修
こいけ おさむ

リハプライム株式会社代表取締役。自身が
安心して両親を預けられる施設をつくりた
いと思ったことがきっかけで長年勤めた
フィットネスクラブ上場会社の執行役員を
辞めて起業。「実績豊富なリハビリトレーニ
ング」を通して、ご利用者様の「機能回復」
「最良の人生の回復」を目標とした「羅針盤
（コンパス）」を全員で共有し行動していくこ
とをミッションに事業を営んでいる。

座 談 会

SAIPE（彩の国連携力育成プロジェクト）とは
埼玉県立大学、埼玉医科大学、城西大学薬学部、日本工業大学工学部の4大学によって2014年度
から進められているプロジェクト。保健医療分野・福祉分野・生活環境分野におけるヒューマンケ
アをテーマにした連携教育を実施し、多職種連携によって幅広い視野を持ったヘルスケア人材の
教育を進めている。

9月7日
「ヒューマンケア」を学んだ4大学出身者たちの多職種協働奮闘記
SAIPE（彩の国連携力育成プロジェクト）コラボ企画

ＰＩＣＫ ＵＰ！
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介護経営白書 2019年度版
今、急がれる経営基盤の確立と人材育成
――制度依存から自立する介護経営（仮）

協会推薦図書

　わが国の人口構造の変化や団塊世代が後期高齢者となる

2025年を見据え、高齢者介護を社会で支えるしくみを構築する

ことが国策により進められてきました。医療制度と異なり、民間

企業の参入を受け入れたことにより介護サービスの量は飛躍

的に増え、ホームヘルパーという職種が国民にも身近なものと

なり、大きく広がっていきました。誰もが低価格で利用できる

サービスは、介護を必要とする多くの高齢者の在宅生活等を支

えていきました。しかし、その反面、さまざまな弊害も生じまし

た。制度創設6年目には、コムスン事件が起こり不正な申請によ

る業務取り消しなどが問題となり、2008年には、リーマンショッ

クの世界的金融危機の影響により介護人材の層も大きく様変

わりをしていきました。量から質の時代へシフトすることが求め

られていき、制度改正も度々行われていくこととなりました。

　そうしたなかで、人材不足や定着率の低さがますます深刻化

しています。人の役に立つ仕事がしたいと志をもって職に就い

た若者がわずかな期間で退職していく現場では何が起こってい

るのでしょうか。急速に拡大してきた業界には、多くの非常識が

蔓延しているのかもしれません。マネジメントの視点なき経営

は、働く人にもサービスを受ける人にも多くの不利益をもたら

します。介護業界において、今、急ぎ求められることは、介護経

営の基盤の確立と人材育成です。本書において、そのための方

策を模索し、介護経営の未来を展望していきます。

経営基盤の確立と人材育成
第 1 章　【特別座談会】今、急がれる経営基盤の確立と人材育成
第 2 章　他業種との比較から見える採用の課題と展望　
第 3 章　介護福祉サービスの質向上のための方策
第 4 章　財務・資金調達の現状と課題
第 5 章　介護業界におけるICT活用の重要性
第 6 章　トップランナーに聞く
第 7 章　介護経営を担う人材育成　

第 1 章　介護現場が求めるICT・ロボット・AIとは
第 2 章　仕事を細分化し、介護シェアリングを実践
第 3 章　元気な高齢者が活躍する場をつくる
第 4 章　外国人採用の日本企業の現状
第 5 章　多職種連携による食支援で高齢者が生き生き
第 6 章　ACP（Advanced Care Planning）の現状と課題　
第 7 章　KAIGO × Creative が織りなすくつろぎの場 “as a café”　
第 8 章　在宅ケアの最前線
第 9 章　広がる介護の役割

巻末付録：
1.データに見る平成の社会と介護
2.介護平成史

目 次（予定）

第1部 介護経営トレンド情報第3部

第 1 章　人生100年時代の介護の未来
第 2 章　【対談】人生100年時代の地域と人づくり

人生100年時代の介護の未来を語る第2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）
　 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 200ページ（予定）
■ 定価：4,500円＋税
■ ISBN：978-4-86439-847-3

2019年9月

発売予定！

※画像は昨年版の白書のものです。
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受講資格者

■受講地／実施法人・実施施設／日程（会場によって異なります）

受講料

小川 郁男氏

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

　埼玉県鶴ヶ島市で耳鼻科医として地域医療
に携わってきた経験をもとに、介護老人保健施
設鶴ヶ島ケアホームを開設し、介護分野への
進出を図った医療法人社団満寿会の小川郁
男理事長。地域連携のために、医療、介護、行
政の垣根を越えた橋渡し役を担ってきた同氏
に、経営トップとしての姿勢や、地域づくりに対
する熱い思いについてうかがった。インタビュ
アーは介護福祉経営士の小田美津子氏。

100年法人から学ぶ
事業継続の秘訣

トップに聞く

特 別 企 画

医療法人社団満寿会 社会福祉法人忠黎会 理事長
小川 郁男 氏

介護福祉経営士 実践研修のお知らせ

　「介護福祉経営士2級」資格から「介護福祉経営士1級」
資格への等級変更に必須の研修です。「介護福祉経営士
1級」に必要な経営課題についての観察能力、分析能力を
養うことを目的に行います。研修は、協会が認定した受講
地・実施施設で行われ、①講義、②視察、③演習を体験し
た後、さらに④事後課題を作成します。課題を抽出・分析
し、経営戦略を立案する取り組みが経験できます。

【インタビュアー】
小田 美津子氏
医療法人尚寿会
介護老人保健施設 愛 事務長　　
介護福祉経営士2級

●毎月20日発行
●定価：1,296円（税込）
●定期購読料：15,552円（税込）
※会員価格は12,444円（税込）

2019年9月号
（2019年8月20日発売）

詳しくは 介護ビジョン 検 索

受付中

「介護福祉経営士1級」資格認定試験（筆記試験）合格者、
または「介護福祉経営士1級」資格保持者

21,600円（介護福祉経営士1級資格保持者は12,960円）

社会福祉法人アルペン会
（富山県富山市）

北信越 2019年6月2日（日）
※終了しました

※受講地は、希望の場所を選択できます。

社会福祉法人愛和会
特別養護老人ホーム豊中あいわ苑
（大阪府豊中市）

関　西 2019年10月5日（土）

社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団
中津総合ケアセンターいずみの園
（大分県中津市）

九　州 2019年9月～11月 予定

社会福祉法人せんねん村
（愛知県西尾市）

東　海 2019年9月～11月 予定

社会福祉法人小田原福祉会
潤生園在宅介護総合センターれんげの里
（神奈川県小田原市）

関　東 2019年10月26日（土）

調整中北海道

受講地 実施法人・実施施設 日  程

2019年9月～11月 予定

一般社団法人
日本介護福祉経営人材教育協会
TEL：03-3256-0571

※受講料入金締切日は実践研修実施日の1カ月前（前月の同じ日）まで。

お問合せ

第4回 全国介護福祉総合
フェスティバルinさいたま
出展企業紹介

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

事業継続のカギはミドルマネジャーが握っている
海道支部は、2019年7月26日（金）「ミドルマネ
ジャー養成ゼミ2019」を開催した。本養成ゼミは

今回で4度目の開催となり、現場の要となるミドルマネ
ジャーのスキルアップに焦点を絞った内容が人気ある。
全３回のゼミのうち、第１回目に当たる今回は、組織の構
造（ストラクチャー）に関わる部分を学んだ。ゼミの冒頭、
講師の神内秀之介氏は「介護福祉事業において最も重
要なのは事業の継続である」とした上で、「事業の継続に
は組織としてのビジョンが必須」と説いた。そして、「ミドル
マネジャーには、ビジョンを提案し、実現のための戦略を
立て、経営トップ層から現場スタッフ、利用者とその家族
にわたってビジョンを共有できるような環境づくりが期
待されている」と述べた。
　参加者は現状確認シートを使用し、自組織のビジョン
や、取り組みの状況などを分析しながら今後の事業の方
向性について考察を行った。

　２回目となる次回（8月23日）は、事業を円滑に実施
運用するにはどうすればよいかというプロセスについて
学び、最後となる３回目（9月27日）のゼミでは自組織の
アウトプット、アウトカムの現状の検証方法について学ぶ。

北

神内秀之介氏：
N＆B care and welfare management laboratory代表、
介護福祉経営士1級、
スマート介護士（basic)

　「介護福祉経営士」資格認定試験は、CBT方式で実施しています。
　試験会場は全国約200会場から選ぶことができ、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ています。
　受験方法や受験申込については、本会ホームページ（http://www.nkfk.jp/）にてご確認下さい。

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

全国200会場で、受けたい日時に受験が可能
その場で合否が判定されます！

※年末年始を除く。試験会場によって異なります。

K100
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潤生園在宅介護総合センターれんげの里
（神奈川県小田原市）

関　東 2019年10月26日（土）

調整中北海道

受講地 実施法人・実施施設 日  程

2019年9月～11月 予定

一般社団法人
日本介護福祉経営人材教育協会
TEL：03-3256-0571

※受講料入金締切日は実践研修実施日の1カ月前（前月の同じ日）まで。

お問合せ

第4回 全国介護福祉総合
フェスティバルinさいたま
出展企業紹介

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

事業継続のカギはミドルマネジャーが握っている
海道支部は、2019年7月26日（金）「ミドルマネ
ジャー養成ゼミ2019」を開催した。本養成ゼミは

今回で4度目の開催となり、現場の要となるミドルマネ
ジャーのスキルアップに焦点を絞った内容が人気ある。
全３回のゼミのうち、第１回目に当たる今回は、組織の構
造（ストラクチャー）に関わる部分を学んだ。ゼミの冒頭、
講師の神内秀之介氏は「介護福祉事業において最も重
要なのは事業の継続である」とした上で、「事業の継続に
は組織としてのビジョンが必須」と説いた。そして、「ミドル
マネジャーには、ビジョンを提案し、実現のための戦略を
立て、経営トップ層から現場スタッフ、利用者とその家族
にわたってビジョンを共有できるような環境づくりが期
待されている」と述べた。
　参加者は現状確認シートを使用し、自組織のビジョン
や、取り組みの状況などを分析しながら今後の事業の方
向性について考察を行った。

　２回目となる次回（8月23日）は、事業を円滑に実施
運用するにはどうすればよいかというプロセスについて
学び、最後となる３回目（9月27日）のゼミでは自組織の
アウトプット、アウトカムの現状の検証方法について学ぶ。

北

神内秀之介氏：
N＆B care and welfare management laboratory代表、
介護福祉経営士1級、
スマート介護士（basic)

　「介護福祉経営士」資格認定試験は、CBT方式で実施しています。
　試験会場は全国約200会場から選ぶことができ、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ています。
　受験方法や受験申込については、本会ホームページ（http://www.nkfk.jp/）にてご確認下さい。

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

全国200会場で、受けたい日時に受験が可能
その場で合否が判定されます！

※年末年始を除く。試験会場によって異なります。

K100
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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：2019年7月26日（金）、8月23日（金）、9月27日（金） 各回18：30～20：00（全3回）
■講師：神内秀之介氏（N＆B care and welfare management laboratory代表、
　　　  介護福祉経営士1級、スマート介護士（basic)）
■会場：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）
■受講料：協会会員（全3回）10，000円、（各回）4,000円
　　　　  一般（全3回）12,000円、（各回）5,000円  ※税込
■定員：15名
■共催：株式会社日本医療企画

事業所は環境変化に対応し発展し続けていかなければならない。その要となる
人材はミドルマネジャーだ！ 職場の司令塔であるミドルマネジャーが日々の業
務に追われ、本来求められる職場全体の管理や、部下指導・育成が疎かになる
ことは、事業所の現場力や人材育成力を低下させ、競争力の減退を招きかねな
い重大な問題である。今回の養成ゼミでは、ミドルマネジャーとして必要な考え
方・視点の基礎を3回にわたり修得する。

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

ミドルマネジャー養成ゼミ2019
北海道支部

■日時：2019年9月21日（土）14：00～17：00
■講師：田中恭子氏（社会医療法人ペガサス理事企画運営局局長、大阪府私立病院
　　　　　　　　　協会事務長会副会長、日本医療機能評価機構評価調査者）
■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 ※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、締め切り

『～「患者中心」の方針を掲げ多職種を巻き込む～社会医療法人ペガサスの人材
育成と事務職員の活躍』と題して、社会医療法人ペガサスが展開する実例から、医
療・介護経営において不可欠である人材確保・育成・定着について考察していく。

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL：06-7660-1761

お問い合わせ

【9月期】医療経営士・介護福祉経営士・栄養経営士
合同研究会

関西支部

■日時：2019年11月9日（土） 13：00～18：15、10日（日） 8：30～16：30
■会場：ホテルメルパルク仙台（宮城県仙台市宮城野区榴岡5-6-51）
■参加登録：事前に大会特設ページより登録が必要
　　　　　  「第8回全国医療経営士実践研究大会　仙台大会」で検索
■参加費：事前登録期間9月30日までに参加登録すると、
　　　　  割引料金にてご参加いただけます。
　<9月30日までに参加登録した場合>
　両日参加：会員9,000円、一般15,000円 ／ 1日参加：会員5,000円、一般9,000円
　<10月1日以降に参加登録した場合>
　両日参加：会員14,000円、一般20,000円 ／ 1日参加：会員8,000円、一般12,000円
　※介護福祉経営士は会員価格を適用する

「地域を動かす医療経営士の現場力̶̶ 新たな『企画』『提案』『実践』が医療
を変える！」をテーマに、仙台市にて開催する。また、第1回（2018年度）「医療
経営に関する研究助成」も同時開催。

大会運営事務局
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8回「全国医療経営士実践研究大会」
仙台大会

日本医療経営実践協
会

■日時：2019年7月27日（土）、8月24日（土）、9月23日（月・祝）
　　　  各回14：00～17：00（全3回）
■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副所長）
■会場：日本医療企画セミナールーム
　　　 （東京都千代田区神田岩本町4-14 神田平成ビル5階）
■受講料：協会会員（全3回）9,000円、（各回）4,000円
　　　　  一般（全3回）12,000円、（各回）5,000円 ※税込
■定員：30名 ※定員になり次第、締め切り

3回の講義およびグループワークを通して、経営企画部門に必要とされるマネジ
メント力を身につける。

株式会社日本医療企画 関東支社
TEL：03-3256-2885

お問い合わせ

医療経営士はじめの一歩！
『経営企画部門のマネジメント』を身につける 石井ゼミ

関東支部

■日時：2019年7月15日（月・祝）、8月24日（土）、9月1日（日）、11月10日（日）
　　　  各回13：30～17：00
■講師：種子田美穂子氏（大牟田市役所保健福祉部健康長寿支援課コンチネンス
　　　  アドバイザー、NPO法人日本コンチネンス協会九州支部副支部長）
■会場：第三博多偕成ビル4階 大会議室（福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6）
■受講料：協会会員4,000円、一般5,000円 ※税込
■定員：50名

排泄ケアにチームで取り組むことの意義や具体的な方法、排尿・排便障害のア
セスメントとケア方法、そして自立支援に向けた具体的な手法、認知症患者の
排泄ケアについて、全4回にて開催。

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

看護師のためのチームで取り組む排泄ケア
九州支部

■日時：2019年9月15日（日） 9：00～17：15、18：30～懇親会／
　　　 9月16日（月・祝） 9：30～15：50
■プログラム（一部）：
　基調講演「医療・介護の歴史・経済と改革の方向性」 池上直己氏
　合同シンポジウム「みんなでつくる地域包括ケア～地域共生社会をめざして～」
　・松本文六氏（地域医療研究会代表世話人、社会医療法人財団天心堂へつぎ病院）
　・亀井克典氏（地域医療研究会副代表、医療法人生寿会理事長）
　・苛原　実氏（NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク会長、
　　　　　 　　医療法人社団実幸会いらはら診療所理事長、
　　　　　　　 日本介護福祉経営人材教育協会 関東支部理事）
　・小倉和也氏（NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク副会長、
　　　　　　　 はちのへファミリークリニック院長）　他
■会場：帝京平成大学池袋キャンパス（東京都豊島区東池袋2-51-4）

NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワークと地域医療研究会が、
「みんなでつくる地域包括ケア～地域共生社会をめざして～」のテーマの下
に合同で研究集会を開催。下記で紹介しているプログラム以外にも盛りだく
さんの内容だ。

NPO在宅ケア全国ネット 大会事務局
医療法人社団実幸会 いらはら診療所（担当：浅沼、田中）
TEL：047-347-2231
E-mail：2019-zenkokutaikai@irahara.or.jp

お問い合わせ

NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク
第25回全国の集いin東京2019
地域医療研究会 全国大会in東京2019 合同大会

地域医療研究会 他


