医療・介護事業経営者のための勉強・研鑚・交流のネットワーク

国際福祉医療経営者支援協会

病院管理者養成塾

一般社団法人

国際福祉医療経営者支援協会

病院管理者養成塾
優れた人材を輩出するためには、３つの条件が必要となる。
・経験・実務に裏付けられた徹底的な知識の保有があること
・周囲から信頼される人間性があること
・
「類は友を呼ぶ」人的ネットワークの拡充があること
本講座では、
「3つの条件」
を養成する構想をもって開塾する。

国際福祉医療
経営者支援協会
代表理事 堀田 慎一

講師陣・開講スケジュール（期間1年間：全12回）毎回17：30〜19：30開講（〜21：00立食型

11.22（Thu）

2018．

上尾中央医科グループ協議会 局長
(兼務)上尾中央総合病院 事務部長

久保田 巧氏

12.21（Fri）
高崎健康福祉大学 准教授

木村 憲洋氏

1.25（Fri）

2019．

今瀬ヘルスケアコンサルティング 所長

今瀬 俊彦氏

2.22（Fri）
東京医科大学 参与

醍醐 象器氏

3.22（Fri）
黒沢病院 事務部長

新井 良和氏

4.26（Fri）
株式会社ドムスデザイン 代表取締役

戸倉 蓉子氏

講演テーマ

プロフェッショナル事務長論

くぼたたくみ 1992年 専修大学商学部卒業、上尾中央医科グループ入職、上尾中央総合
病院で総務、人事、医事課などを経験後、町立病院の民営化を経て、本部経営企画開発
室 室長、彩の国東大宮メディカルセンター 事務長、
メディカルトピア草加病院 事務長な
どを経て、上尾中央総合病院 事務部長に就任。地方の病院再生や小規模から大規模の
病院事務長を経験する。現在、27病院と21介護施設を含む約150の学校、
クリニックなど
の事業所をもつ上尾中央医科グループ協議会 局長として2018年に病院兼務で就任

講演テーマ

病院事務系のキャリアパスと教育

きむらのりひろ 1971年、栃木県足利市生まれ。
1994年武蔵工業大学工学部機械工学科卒業後、神尾記念病院を経て、1998年医療法
人杏林会・今井病院に入職。同病院企画情報室室長、2000年国立医療・病院管理研究
所研究科修了、
2006年東京医科歯科大学大学院医師学総合研究科博士課程満期退学
2007年高崎健康福祉大学専任講師 現在 高崎健康福祉大学医療情報学科准教授

講演テーマ

病院経営立ち上げ手法事例

いませとしひこ 1979年厚生省医務局入省。
同省退任後、
89年医療法人三喜会法人本部
経営企画室長に就任。有料老人ホーム
「アライブ」
シリーズ（現セコム傘下）の第１号施
設
「アライブ神奈川」
をはじめ、
老健施設など18施設を開設。
2000年関西電力(株)グルー
プ経営推進室 エグゼクティブアドバイザー就任。有料老人ホーム2施設開設。
02年東京
電力(株) 事業開発部プロジェクト課長に就任。有料老人ホーム2施設開設・居宅介護事
業40開設 05年(株)今瀬ヘルスケアコンサルティングを設立し代表取締役所長に就任

講演テーマ

病院事務長の経営戦略事例

だいごしょうき 1991年11月戸田中央医科グループ入職 医療法人社団東光会 戸田中央
総合病院 医事課 95年11月医療法人社団青葉会 牧野記念病院 事務長代行 98年10月医
療法人社団東光会 田無第一病院
（現西東京中央総合病院）
事務長 2001年5月医療法人
財団柏堤会 戸塚共立第1病院 事務長 04年11月戸田中央医科グループ本部
（現一般社
団法人TMG本部）総局長 10年10月TMG医療福祉総合研究所 所長 14年4月有限会社 あさ
くらケアハウス 入職 学校法人東京医科大学理事長付参与 15年7月東京医科大学評議員

講演テーマ

黒沢病院の経営戦略事例

あらいよしかず 前職の日本医療事務センター（現：ソラスト）にて医事業務関連を中心
に100以上の医療機関に携わり、講師、
コンサル、拠点長などを経験、2004年に事務部
長として黒沢病院へ入職、
メディカルフィットネス併設のクリニック、病院新築移転、脳卒
中センター、老人保健施設、有料老人ホーム、便利屋などの開設や、電子カルテやDPC
導入、ISOやＰマーク取得など法人として様々な取り組みへ携わる。

講演テーマ

病院デザイン革新戦略事例

とくらようこ ナースとして慶應義塾大学病院に勤務中、
人間は環境で生き方が変わるこ
とを悟り、
インテリアの勉強を始める。インテリアコーディネート会社を設立後、1998年、
ミラノに建築デザインを学ぶため留学。
建築家パオロ・ナーバ氏に師事。
帰国後、一級建
築士取得。現在オール女性スタッフによる建築デザインオフィスの代表。
「環境を通して、人を健康に幸せにする」
ことをミッションに、病院・クリニック・マンション
づくりで上質な人生と輝く生き方を応援している。

▲経営塾の講義風景
（永田町 町村会館）

講義録は会員制動画ポータル
MITE（ミテ）
で閲覧できるため
欠席しても後で聴講可能です。

朝礼から変える経営改善ツール▶
DailyReportを会員向けに発行
しています

※年会員のみ利用可能

立食型懇親会）※講師・プログラム・開催日は都合により変更する可能性があります。

5.24（Fri）
株式会社MMオフィス 代表取締役

工藤 高氏

6.28（Fri）
社会医療法人ペガサス 事務部長

田中 恭子氏

7.26（Fri）
医療法人社団永生会 特別顧問

中村 哲生氏

8.30（Fri）
福井県済生会病院 事務部長

齋藤 哲哉氏

9.27（Fri）
池袋病院 常務理事 法人事務本部長

池袋 恒明氏

10.25（Fri）
筑波メディカルセンター 副院長兼事務部長

中山 和則氏

講演テーマ

病院経営診療報酬戦略事例

くどうたかし 1982年日本大学経済学部卒業、都内の社会医療法人河北（かわきた）総合
病院へ入職。同院の医事係長、亀田総合病院の分院である医療法人鉄蕉会（てっしょうか
い）森の里病院医事課長などの合計18年間にわたる病院勤務を経て、99年より現職。
専門は診療報酬側面からの病院経営戦略立案。現在、500床以上の地域医療支援病院か
ら100床未満のケアミックス病院まで全国20病院強をクライアントに持ち、毎月定期訪問
で経営改善支援を実施中。関東学院大学大学院非常勤講師（医療経済学）

講演テーマ

ペガサスの経営戦略事例

たなかきょうこ 1986年3月国立療養所近畿中央病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院理学療法学
科卒業 86年4月 馬場記念病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部入職 98年2月 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部部長から
医療法人ﾍﾟｶﾞｻｽ本部企画運営局局長 98年9月馬場記念病院事務部長就任
現社会医療法人ペガサス理事、社会福祉法人風の馬理事、
ペガサス健康保険組合常務理事
高度急性期から就業支援作業所まで、ペガサス版地域包括ケアシステムの運営責任者

講演テーマ

在宅診療経営戦略事例

なかむらてつお 1965年東京都生まれ。東海大学工学部卒業後、ペンシルベニア州テン
プル大学へ留学。28歳のときに医療界に転進。2007年、医療法人社団南星会湘南なぎ
さ診療所を理事長の島田栄氏とともに立ち上げ、事務長に就任。
在宅医療コンサルタントとして多くの在宅医療専門診療所の開業支援に携わる。
2017年3月より医療法人社団永生会特別顧問。

講演テーマ

福井県済生会病院の経営戦略事例

さいとうてつや 福井県立大学院 経済・経営学研究科 経営学専攻 博士 青山学院大学大
学院 国際マネジメント研究科 1992年10月 福井県済生会病院入職 2015年1月同法人 事
務部長 16年4月 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会 事務局長 併任
組織マネジメントとES向上が認められ、福井県経営品質賞知事賞と日本生産性本部が
創設したJHQCクオリティクラスの最高賞Sクラス認証、
日本経営品質賞の大規模部門に
おいて日本初の受賞もする。

講演テーマ

弁護士が語る病院経営リスク対策

いけぶくろこうめい 1983年3月 明治大学法学部法律学科卒業 85年11月 司法試験合格
86年4月 最高裁判所司法研修所入所 88年4月 司法研修終了 弁護士登録（登録番号20
533 第一東京弁護士会所属）林法律事務所 入職 96年4月 医療法人社団誠弘会 非常勤
理事 99年4月 オリックス債権回収株式会社 非常勤取締役 10年1月オリックス株式会社
執行役就任法務・コンプライアンス部管掌、監査部管掌 13年10月 医療法人社団誠弘会
常勤理事就任 経営企画室管掌 池袋法律事務所開所 代表弁護士就任

講演テーマ

筑波メディカルセンターの経営戦略事例

なかやまかずのり 1987年4月 公益財団法人筑波メディカルセンター入職 経理課、つく
ば総合健診センター 営業企画課係長 医事課長 事務部 副部長 兼 総務課長 事務部 副
部長 兼 地域医療連携課長 2009年4月 事務部長 15年4月 副院長 兼 事務部長 18年4月
副院長 兼 事務部長 兼 法人事務部門長

お問い合せ 入会や詳細情報については下記までお問合せください。
主催：一般社団法人 国際福祉医療経営者支援協会
共催：一般社団法人日本介護事業連合会
〒108-0075
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4階
電話番号：03-5460-4322 FAX番号：03-6800-2897
メール info@keiei-juku.org
ホームページ http://www.keiei-juku.org

会場のご案内
日本ビルヂング12階 セミナールーム
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-6-2
■アクセス
JR東京駅
日本橋口 徒歩3分
東京メトロ大手町駅 B8a出口 直通
東京メトロ日本橋駅 A1出口 徒歩3分
東京メトロ三越前駅 B2出口 徒歩2分

日本ビルヂング12階
セミナールーム

