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お問い合わせ先

ルも向上してきた。発

は高まり、発表のレベ

一人 ひとり がハイ レベ

が授与される。発表者

を制限することなく賞

（支部別・演題カテゴリ順）
発表者名

所属機関名・役職

北海道 【B】DPC対象病院における採用医薬品適正化の取り組み

草野真暢氏

社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院
（小樽協会病院）
診療部部長
（前職）

【B】統計的解析手法を用いた患者様アンケート分析の可能性と経営貢献について
北海道
（手稲渓仁会病院の事例について）

森

渓仁会円山クリニック業務管理課主任補佐

康一氏

関東 【A】地域連携・地域イノベーションを目的とした整形外科開業の支援

金子英知氏

関東 【AorB】地域のニーズに合わせた病院改革

兵藤敏美氏

千葉県済生会習志野病院経営企画室

西村志乃氏

虎ノ門法律経済事務所東京本店／弁護士

関東 【B】部門システム導入における選定及び費用の検証方法について

蜂谷明雄氏

一般財団法人医療情報システム開発センターICT推進部CIO支援課課長

関東 【C】小金井中央病院における省エネルギー活動を通じた留意点と第3者評価

本間貴昭氏

小金井中央病院総務課・医療政策課課長

関東 【C】
より価値あるものに～あなたの思いを大切に～

山下尚子氏

医療法人沖縄徳洲会湘南厚木病院経営企画室課長

北陸 【B】劇的経営改善BEFORE・AFTER～情報の視える化～

中神勇輝氏

真生会富山病院経営企画室兼医事課副主任

北陸 【B】医療経営士を中心とした組織横断チームによる多視点分析と改善活動の検証

山本

白山石川医療企業団公立松任石川中央病院管理部経営管理課主査

関東

東海

【B】持続的医療経営：働く女性に魅力のある病院づくりを
～マタハラガイドラインの積極的活用法

【A】静岡県東部医療経営研究会の発足と今後の展望
～心が通う地域イノベーション〜

【A】
ケアミックス中規模病院の新築移転基本構想の実際
東海
～経営者自らが事業方向性を設定するにあたって行ったマーケティング分析・活動とは～
関西 【A】地域全体でのシームレスな医療提供を目指して～はじめの第一歩～

誠氏

株式会社日医リース北関東支店支店長

下山智則氏

医療法人社団宏和会岡村記念病院企画運営部企画課主任

西村茂生氏

社会医療法人名古屋記念財団法人本部事務局長

佐古乃莉子氏 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター地域医療連携室係員

関西 【A】地域住民としての医療経営士

益田敏治氏

仲田町内会
（株式会社べネスト ビジネスアドミングループ広報担当役員
［マネージャー］）

関西 【B】医療費等請求事件裁判についての考察 ～イノベーションで切り拓く～

酒井利明氏

社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院医事課主事

中国 【C】
ロボット技術を活用した患者サービス向上を目指して

水野利弘氏

医療法人社団清風会五日市記念病院事務部庶務課リーダー

※演題タイトルは変更になる可能性があります。
※演題カテゴリは、
【A】地域連携と地域イノベーション、
【B】組織効率化・強化、
【C】患者サービス・広報
※網掛けは
「医療機関外従事者部門」、
それ以外は
「医療機関・医療従事者部門」

第5回

全国医療経営士実践研究大会 名古屋大会

プログラム
決定！
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第５回「全国医療経営士実践研究大会」名古屋大会 続報

１ 人 当た りの発 表
時間を 分へ拡大

表者にとっては自らを

20

http://www.JMMPA.jp/

月 日（土）・ 日（日）の両日に愛知県名古屋市にあるウインクあいち（愛知県産業労働センター）で開催される第５回「医療経
営士実践研究大会」名古屋大会の演題発表者 名が決定した。今大会ではより良い演題発表を目指し大きく３つの点を改善。発
表者の顔ぶれとともに、その概要を紹介する。

全国大会のメインプ

ルなプレゼンテーショ

も多くの医療経営士が

】
内は演題カテゴリ）

飛躍させる絶好の機会

今大会では、より良

受賞することを期待し

演題タイトル
（【

ログラムである演題発

場で取り組んできた実

い演題発表の実現を目

たい。

所属支部

ンを繰り広 げ、一人で

践の成果を発表・報告

指し、大きく３つの点

●演題発表者と演題タイトル一覧 ※2016年9月10日現在

だと言えるだろう。

する場であり、参加者

が 改 善 さ れ た（ 表 ）
。

16

FAX.03-5296-1934

表は、医療経営士が現

それぞれが得た知識を

なっている。また、論

『理論と実践』
にて
発表者コメントを掲載

を行い、２部門それぞ

文発表者は、久嶋健一

13

事前審査の結果、発表

れにおいて審査され

郎氏（国立研究開発法

12

名、女性３名と

る。１人当たりの発表

人国立循環器病研究セ

ンター医事室）の１名

分

時間が前回大会の

20

分へ拡大された

で、論文は『大会抄録

から

こともあり、より充実

月上旬発行

集』に掲載される。

なお、

予定の会報誌『理論と

実践（通巻 号）
』には、

10

した内容が問われるこ

とになりそうだ。

項目から５項

22

審査基準は前回大会

までの

意気込みを掲載。こち

名の大会前の

賞、優秀賞といった順

らもぜひ楽しみにして

発表 者

位づけを行わず、優秀

いただきたい。

目に変更され、最優秀

な発表に対しては人数

16

10

自らの職場にフィード

別に見ると、会員数が

③審査基準および表彰内容の変更

発表者の内訳を支部

の所属に基づき「医療

最も多い関東支部が最

②
「医療機関・医療従事者部門」
と
「医療機関外従事
者部門」
の2部門制に分ける

名は、そ

を活性化することを目

機関・医療従事者部門」

多の６名、男女別では

①発表者枠に上限を設け、1名当たりの発表時間を
増やす

が決定した

的としている。回を重

と「医療機関外従事者

男性

今大会の演題発表における3つの改善点

TEL.03-5296-1933

バックして、医療経営

ねるごとにその注目度
部門」に分かれて発表

表

一般社団法人 日本医療経営実践協会 事務局

名の演題発表者が決定！
ハイレベルなプレゼンに期待

月号

●発 行／一般社団法人
日本医療経営実践協会
（JMMPA）
〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町
4-14
神田平成ビル7F
●編 集／日本医療企画
●毎月1回発行
（通巻68号）

参加エントリー 受付中!!

医療経営士が生み出す地域イノベーション
―― 新たな医療経営が描く日本の未来像

10 月29 日（土）
10 月30 日（日）

●会

事前参加登録受付中！

今なら事前参加登録料金です。
（9月30日まで）
会員および会員申請中15,000円（20,000円）
※2日間参加の場合※（ ）
は通常料金

場

ウインクあいち

「藤田保健衛生大学病院」
見学オプションツアー
申込受付中！
！
お申し込みはＷＥＢで！

●大会運営委員長

井手

宏

（愛知県産業労働センター） 日本医療経営実践協会東海支部支部長
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
※ＪＲ名古屋駅徒歩5分

【事務局】 一般社団法人 日本医療経営実践協会

一般社団法人愛知県医療法人協会会長
医療法人財団愛泉会愛知国際病院理事長

☎０３-５２９６-１９３３ http://www.jmmpa.jp/seminar/zenkokutaikai/
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法人正会員紹介 医療法人社団奉志会 （兵庫県加古川市）

え、複数の医療分野で

（ １ ４ ３ ５ 床 ）を 抱

国でも最多の病床数

の医療施設としては全

名古屋大会では、１つ

会で も 好 評 を 博 した。

として、昨年の金沢大

れるオプションツアー

全国大会前日に開催さ

病 院 見 学ツア ーは、

ンター長を務め、技術

科の宇山一朗教授がセ

施設で、上部消化管外

ップした日本初の訓練

された。臨床とタイア

に、２０１２年に開設

の技術の向上を目的

ト手術に対応するため

速に普及が進むロボッ

ー 」だ 。同 施 設 は 、急

術トレーニングセンタ

る「 特 別 室 」や「エク

バウンドにも対応でき

の他、昨今の医療イン

数配置されている。そ

核医学などの機器が多

はじめ、放 射線治療、

アにはＣＴ、ＭＲＩを

階、地上６階の各フロ

な っ て お り 、地 下 １

ごと放射線関連施設と

ーは日本初の一棟まる

見学できる。同センタ

タ ー（ 放 射 線 棟 ）」も

器科、神経内科などを

に、脳神経外科や泌尿

ィカルクリニックを核

た。その後、大西メデ

し、

年に法人化され

ク）としてスタート

西メディカルクリニッ

整形外科医院（現・大

県加古郡稲美町で大西

は、１９９２年に兵庫

医療法人社団奉志会

人材の育成が急務

経営や制度に精通した

合格者を輩出し、８月

格認定試験で初めての

回「医療経営士３級」資

の資格取得を推奨。

一環として医療経営士

ら、職員の自己啓発の

同法人では３年前か

広げている。

ど、さらに事業の幅を

ニックを展開するな

に姫路メディカルクリ

福祉施設がある姫路市

営士の資格取得を義務

が認定する介護福祉経

福祉経営人材教育協会

営士、または日本介護

就任する職員に医療経

者（職位は課長以上）に

今後、各部門の責任

人正会員となりました」

資格取得に臨むため、法

織全体で医療経営士の

育成が急務となり、組

制度に精通した人材の

だけではなく、経営や

を発揮してほしいと思

そうした役割を担い、力

きます。医療経営士には

る人材が必要になって

た事業の方向性を決め

置くべきなのかといっ

内施設にもっと重点を

か、それともグループ

訪問を強化すべきなの

たり、他法人施設への

療を拡大していくにあ

ました。今後、在宅医

さか厳しい結果になり

診療所や有料老人ホームなどを運営する医療法人社団奉志会は、地域に密着した幅広い診療科の外来機能
に加え、在宅医療、美容医療など多岐にわたる事業を展開。それらを統括していく人材の育成に向けて医療
経営士の資格取得を推奨している。同法人の髙山俊博本部長にその狙いと今後の展望についてうかがった。

課 長クラスに資 格 取 得 を 義 務 化
事 業 拡 大の原 動 力になってほしい

第５回「全国医療経営士実践研究大会」名古屋大会の前日、 月 日
（金）
に開催する病院見学ツアーの概要が決定した。当日は国内有数
の医療施設である「藤田保健衛生大学病院」
（豊明市）
に加え、
「トヨ
タ産業技術記念館」
（名古屋市）を見学。参加者同士が親睦を深め、
本場の「名古屋めし」を堪能できる懇親会も行われる。

国内トップレベルの実
向上を目指す医師が全

ゼクティブルーム」も

病院見学の後は、も

開催場所に近接する２

ツアーは翌日の大会

襲画像診断・治療セン

績を誇る「藤田保健衛

国各地から多数訪れて

見学予定だ。

のづくり日本を代表す

つのホテルから宿泊先

るまで成長。現在は、

ど８つの事業所を構え

設、有料老人ホームな

ック、介護老人保健施

標榜するコスモクリニ

え、事業を拡大してき

を整備するべきだと考

療科を受けられる環境

トップでさまざまな診

あって、住民がワンス

「高齢化が進む地域に

て次のように説明する。

部長はその経緯につい

同法人の髙山俊博本

併設するなど、在宅医

ックに在宅医療部門を

姫路メディカルクリニ

ディカルクリニックと

同法人では、大西メ

役割を担ってほしい

事業の方向性を決める

って取り組んでいる。

に向け、組織一丸とな

てもらうためにも、２

ネジメント力を発揮し

にもっと踏み込んだマ

と考えています。職員

括的に学んだレベルだ

「３級は医療経営を概

次のように続ける。

ついて、髙山本部長は

格取得に向けた展望に

育成、医療経営士の資

士は

います」（髙山本部長）。

社会福祉法人日の出福

ました。姫路市

療に注力している。そ

級取得を勧めていきま

化。 月（介護福祉経営

祉会、社会福祉法人博

には美容医療セ

の点においても医療経

す。医師と同等に意見

に法人正会員となった。

愛福祉会とともに日の

ンターを開設す

営士の活躍に対する期

を交わせるような事務

さらに、今後の人材

出医療福祉グループを

るなど業務は多

待は大きいという。

年度診療報酬改定

す。そうしたな

る診療所にとっていさ

は、在宅医療を提供す

いですね」

人を発展させていきた

職員を育て、さらに法

月）の 試 験 合 格

形成し、同グループの

岐にわたり、専

「

94

門化していま

２０１６年６月の第

生大学病院」の最先端
いる。

るトヨタの歴史的遺産

を 選 べる「 宿 泊 あ り」

ホテルへ

施設を同病院の担当者

を集めた「トヨタ産業

と見学・懇親会のみの

19:15

また、２０１２年に

技 術 記 念 館 」を 見 学

「 宿 泊 な し」の ２つの

懇親会（名古屋旨い処 日本料理 千とせ家錦店）

にご案内いただく。

し、日本料理店で懇親

プランを用意。申し込

17：30～19：00

周年事業の一環と

会が行われる。懇親会

み方法や参加費など詳

トヨタ産業技術記念館見学

学校法人藤田学園の創
立

して開設された「低侵

では、本場「名古屋め

細については、協会ホ

15：30～17：00

見学する施設の中で

も注目したいのは、

「ダヴィンチ低侵襲手

し」を堪 能しながら、

ームページをご確認い

藤田保健衛生大学病院見学（昼食）

定員 名
（先着順）
のプレミアムツアー

28

JR名古屋駅集合

11：30～14：30

18

か、医療の知識

今後の事業展開、
資格取得に向けた取り組みに
ついて語る髙山俊博本部長

懇親会では本場の
「名古屋めし」
を堪能

他の参加者と親睦を深

※ツアー内容は都合により変更となる場合があります。

10

10:30

15

ただきたい。

（金） 定員：先着15名
病院見学ツアー概要 日時：10月28日

藤田保健衛生大学病院

藤田保健衛生大学病院で
国内トップレベルの先端医療に触れる！
めていただきたい。

スケジュール
時間

50

11 10

16

名古屋大会前日に病院見学ツアー開催
参加者募集！

3
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医療経営士にぜひ読んでほしい

地域活性化につながる
経営戦略と
“経営人財”の意識改革

おすすめの本

推薦図書

『医療経営白書 2016-2017年版』刊行
地域イノベーションを生み出す

病医院大転換戦略

地域とともに成長する
医療機関とは？

●Ｂ5判並製／376頁／本文2色刷
●定価：税込5,616円
（会員価格：税込4,493円）
●編集委員代表
吉原 健二（日本医療経営実践協会代表理事）
●編集委員

『医療経営白書』の最新版（2016-2017年版）が刊行されました。今回のテーマは、
「地域イノベーションを生み出す
病医院大転換戦略」。地域活性化につながる地域イノベーションを巻き起こすために医療機関が行うべき経営戦
略と、その中心となる“経営人財”の意識改革について考察します。
未来に向けて、攻めの経営を行うためのヒントが満載！ 医療経営士の皆さまに、ぜひ読んでいただきたい書です。

堺

常雄（日本病院会会長）

西澤 寛俊（全日本病院協会会長）
加納 繁照（日本医療法人協会会長）
山崎 學（日本精神科病院協会会長）
●企画・制作：ヘルスケア総合政策研究所
●発行：日本医療企画

※2016年9月、2017年1月、2017年5月に会員期限を迎える正会員の皆さまには、更新時の特典として、本書
を無償にてご提供いたします。

久洋三氏が、療養病床

性期医療協会会長の武

えつつ、これからの医

換戦略」について、イ

再編に当たり、経営者

第１部 総力特集

ンタビュー提言・座談

に求められる選択と決

療経営のあり方を考察。

会・実践事例という３

「地域イノベーション

つの異なった視点で考

断について解説します。

続く第２章では、日本慢

察します。

第３部
病院経営関連データ集

を生み出す病医院大転

●インタビュー提言

最新データを基に、都

特定医療法人松圓会

性についてお話しいた

道府県別に、人口の将

●都道府県別

だきました。また、三

来予測、入院医療の充

理事長の小田清一氏よ

菱総研プラチナ社会研

実度、病床数・全身麻

医療資源情報

究センターの松田智生

酔件数・医師看護師数・

り、政策の流れを踏ま

氏からは、日本版ＣＣ

介護施設数の現状など

25

日時点の

ＲＣに関連した医療機

を掲載。数値を偏差値

本年７月

関の新戦略についてご

化し、他県との比較が

えた先読み経営の重要

提言いただいています。

容易にできます。

●注目病院グループ

●座談会

４人の若手経営者が、

人の財務データを一挙

事業・財務データ

の社会変化を見通した

公開。全医療法人の
「収

医療機関が直面してい

取り組み、医療界が抱

益・利益・利益率一覧表」

グループ１２３法

える問題点などについ

も掲載しています。

る経営課題やこれから

て、熱い議論を展開し

ます。

●実践事例

芳珠記念病院、志村

大宮病院など、地域全

体の活性化を目指した

取り組みを紹介します。

第２部
医療界最新経営動向

第１章では診療報酬

改定のポイントを押さ
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日本医療経営
実践協会

都道府県別医療資源情報

忘れてませんか？ マイナンバーのこと
年末に向けて、職員の税金や年末調整などの経理、税務処理においてマ
イナンバーが重要視されると思います。今一度、マイナンバー制度、
その取り
扱い、
さらに医療等IDについて復習してみませんか？

ドラマ

「マイナンバー紛失事件!?」
――とある病院の院長室。11月に開催する院内の運動会の打ち合わせに
看護部長と事務長が訪ねると、院長は何やら探し物をしているようで…。

最近、物忘れがひどくてね。去年の年末に市役所から郵送されてきたマイナン
バーの「通知カード」が、見つからないんだよ。
院長先生はいつも、大切なものは一番下の引き出しにしまいますよね。
そのはずなんだが、
さてどこに行ったのやら？しかし、年末から年始にかけて大き
な騒ぎになったが、
マイナンバーって何だったかな？
マイナンバーとは、簡単にいえば、
日本に住民票がある個人一人ひとりに付けら
れる番号のことです。
国民総背番号制ともいうのよね。
そうです。一人ひとりがマイナンバーをもつことにより、複数の機関に存在する個
人の情報が同一人のものであることを確認するために活用されます。
確か、身分証明書にもなるカードを希望する場合は、別に申請が必要だったと
思うが…。
「個人番号カード」のことですね。私は今年のはじめに申請しましたが、先日ようや
く、忘れたころに届きましたよ。
「個人番号カード」は、免許証や保険証のように身分証明書にもなる大切な個人
情報です。
なくさないよう管理が重要となります。
「通知カード」が見つからないんだが、
これも大切だよね。
再発行もできるのかしら？
ただし、原則として同じ番号を一生利用します。例外を除いて、番号が変わること
はありません。
書籍に関するお問い合わせ 日本医療企画 TEL：03-3256-7495

院長

看護部長

事務長

これはまいったな。見つけ出さないといけないな。
ところでマイナンバーは当院の
運営に、
どのように関わってくるのだろうか。
まずは、
当院が患者さんやその家族のマイナンバーを取得することはないというこ
とを理解して下さい。
そうすると、
当院が取得するのは、
役員や職員のマイナンバーってことになるの？
その通りです。正確には、役員や職員に加え、
その家族のマイナンバーと、取引先
の個人事業主のマイナンバーが必要な場合もあります。
役員や職員のマイナンバーということは、
雇用管理に使用するということかね？
その通りです。今年から職員の健康保険や厚生年金の加入手続き、給与からの
源泉徴収の手続きなどを行う場合、
マイナンバーの記載が必要になっています。
そうだ！ 今年のはじめにマイナンバーの研修会を開催したことを思い出したよ。
事業者として、従業員に代わって社会保障関係の申請手続きをしたり、源泉所得
税や住民税を徴収して税務署や市区町村に支払ったりする義務があるので、今
年のはじめからマイナンバーに迅速に対応しています。
私ももう一度、
マイナンバー制度について、勉強する必要があるな。
院長先生、
もう一度、
引き出しを探してみましょう
！

これだけは知っておきたい 10月発刊予定

医療機関のためのマイナンバー対策
――個人情報保護法から医療等IDがもたらす影響まで

石橋 賢治（株式会社富士見坂病院経営研究所 代表取締役）著
●A5判並製／本文184頁／2色刷
（会員価格：税込1,555円）
●定価：税込1,944円
●発行：日本医療企画

（終）
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第４回
「医療経営士１級」

第一次試験が終了

第一次試験の合格発

た。

日（金）。合

形式」試験に臨みまし

験と午後の「論文記述

ホームページより「個

された場合は、協会

メールアドレスを変更

見られます。連絡先

できないケースが毎回

が、「エラー」で配信

大会」名古屋大会の参

国医療経営士実践研究

て開催する第５回「全

産業労働センター）に

インクあいち（愛知県

知県名古屋市にあるウ

の２日間にわたり、愛

10

月

12

表は

人正会員登録変更申請

格者は 月４日（日）の

第二次試験（面接試

加登録を受け付けてい

ます。

書」をダウンロード

し、新たなメールアド

験・口頭試問）に進む

ことになります。

日（ 金 ）。 協

事前参加登録の締切

は９月
30

レスをご記入のうえ、

事務局までＦＡＸにて

お申し込みメールアドレス▶E-mail:info@jmmpa.jp

連絡先メールアドレスに

があります。
ご了承ください。

会ホームページから名

号、
必要部数をご連絡ください。部数に限りがあるため、
ご希望に沿えない場合

古屋駅近くの宿泊先を

希望」
とタイトルをつけ、
お名前、
所属先、
所属部署、
肩書き、
送付先住所、
電話番

早めにお申し込みくだ

さい。

ニュース』
をご希望の方は下記のお申し込みメールアドレスへ
「MMSニュース

10

第４回「医療経営士

をアピールする資料としても、
ご活用いただけると思います。配布用の『 MMS

お送りください。

す。職場やお取引先へ『MMSニュース』
をお配りいただくことで、
ご自身の活動

関するお願い

30

「医療経営士」
の認知度アップにご協力してくださる会員の方を募集していま

１級」資格認定試験の

日（土）
・ 日（日）

29

会員サービスの一環として毎月発行している
『 MMSニュース』
を活用して、

本協会では、会員に

月

MMSニュースを活用して
「医療経営士」の認知度アップにご協力ください

第一次試験が９月４日

ご了承ください。

手軽に予約できます。

あるため、
ご希望に沿えない場合があります。

第５回名古屋大会の

号、
必要枚数をご連絡ください。枚数に限りが

メールマガジンや事務

属先、所属部署、肩書き、送付先住所、電話番

（ 日 ）に 東 京 都 内 で 実

会ポスター希望」
とタイトルをつけ、
お名前、
所

参加をご希望の方はお

は下記のお申し込みメールアドレスへ
「全国大

参加登録の締切迫る！

方を募集しています。ポスターをご希望の方

局からの連絡メールな

26

配信を行っています

古屋大会の告知にご協力してくださる会員の

施され、当日は全国か

やお取引先でポスターを掲示していただき、
名

本協会では、本年

屋大会の告知ポスターが完成しました。職場

どさまざまなメールの

第5回
「全国医療経営士実践研究大会」
名古

ら 名が受験し、午前

の「短文記述形式」試

名古屋大会の告知ポスター完成
掲示していただける会員募集！
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今後の支部研究会スケジュール
開催日

開催支部

テーマ

講

師

関東

『医療経営士１級』試験合格者中村祐介先生が教える！
病院経営に必要な財務・会計＆税務・節税対策（3日目）

中村祐介氏（TOMA税理士法人ヘルスケア事業部チーフ・コンサルタント、医
療経営士1級合格者）

関西

プレゼンテーションの組み立て方と伝え方～全国大会へ向けて～（仮）

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）

九州

外国人患者受け入れの準備と対応（仮）

山本克彦氏（社会医療法人緑泉会米盛病院国際医療交流課）

10月22日（土）

東海

第4回静岡県東部医療経営研究会
「会計の基礎知識を理解し、自分たちの医療機関の強みを経営に活かすこと」

11月 5 日（土）

関東

『医療経営士１級』試験合格者中村祐介先生が教える！
病院経営に必要な財務・会計＆税務・節税対策（4日目）

中村祐介氏（TOMA税理士法人ヘルスケア事業部チーフ・コンサルタント、医
療経営士1級合格者）

11月12日（土）

九州

情報の価値化と活用戦略（仮）

小原仁氏（公益社団法人鹿児島共済会南風病院医療情報部情報分析科）

9月24日（土）

――

※日程等は変更になる場合があります。詳細は協会ホームページをご確認ください

地域包括ケア時代のキーパーソン

「介護福祉経営士」資格認定試験のご案内
ダブル

― 医 療 経 営 士とW 取 得 者 急 増中 !! ―

成長産業として注目を集める介護福祉業界で、 2級合格者の職業別構成（過去10回試験の累計）
2013年に誕生した「介護福祉経営士」。過去
その他
24％

が合格しました。
そのうち金融機関・医療機関勤務者
が約3割を占め、
さらに、医療経営士とのダブル

第11回 2級 2016年
（日）
第 3 回 1級 11月13日

100

受験申込締切

ホームヘルパー

☎03-3256-0571

医療経営士

プランナー

資格・試験に関するお問い合わせ 一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会

ファイナンシャル

0

介護福祉士

金融機関
24％

ケアマネジャー

コンサルティング
8％

150

50

医療機関 9％

あなたも、医療経営と介護経営の双方に明るい
人材となって、活躍の場を広げませんか？

介護施設・事業所
35％

次回試験日程

250
200

10回の
「介護福祉経営士2級」試験では1,142名

ライセンス取得者は現在237人になりました。

2級合格者の保有資格別構成 ※重複あり

http://www.NKFK.jp

2016年

10月 6 日（木）まで

