
介護事業マネジメント講座

期　　間︓2021 年 4月～ 2022 年 3月
　　毎週月曜日　　　　　18:00 ～ 19:30

会　　場︓武蔵野大学　三鷹サテライト教室　　（JR 中央線三鷹駅南口徒歩１分）

定　　員︓４０名　

武蔵野大学 地域交流推進室

lifelong@musashino-u.ac.jp

カリキュラム︓全 41回　61.5 時間　※裏面参照

＜宛先＞lifelong@musashino-u.ac.jp

出願方法 : メールにて、下記事項をお書き添えの上、お申込みください。

①氏名　②ふりがな　③郵便番号　④住所
⑤電話番号または携帯番号　⑥職種　⑦会社名

申込締切︓定員になり次第、締め切ります

武蔵野大学

※祝日を除く

（教室聴講 20 名、Zoomによるリモート聴講 20 名）

この講座は各分野で指導的立場にある一流講師陣によるものです。包括的
なカリキュラムにより介護事業マネジメントの基礎的な知見（介護事業
の経営理念、高齢者医療・認知症、介護の現場業務のポイント、財務、
建築、法律、金融ジェロントロジーなど）を身に付けたシニアレベルの
人材の養成を通じて、効率的で利用者満足度の高いマネジメント手法の
確立、標準化、普及を目指します。

協         賛：( 一般社団法人）医療介護福祉政策研究フォーラム

武蔵野大学地域交流推進室

メール受付後、出願書類を郵送いたします。

履修証明プログラム

件名︓介護事業マネジメント講座申込

※講座を修了された方には、学校教育法 105 条の規定に基づく、履修証明書を発行いたします。

受 講 料︓80,000 円



氏　名 所　属　/　役　職

① 2021年
4月 5日

イントロダクション 中村　秀一 （一般社団法人）医療介護福祉政策研究フォーラム　理事長

② 4月12日 高齢者の健康保持の意義と方法 近藤　克則
千葉大学　予防医学センター　教授、

国立長寿医療研究センター　老年学評価研究部長

③ 4月19日 「高齢者」とは 本田  美和子 （独立行政法人）国立病院機構    東京医療センター　総合内科医長

④ 4月26日 社会問題としての「介護」 猪熊　律子 （株）読売新聞東京本社　編集委員

⑤ 5月10日 介護保険制度の概要（経緯と展望） 栗原　正明 厚生労働省老健局総務課　企画官

⑥ 5月17日 介護報酬の理念と算定構造 栗原　正明 厚生労働省老健局総務課　企画官

⑦ 5月24日 地域包括ケアシステムと市町村の役割 笹井　肇 武蔵野市　副市長

⑧ 5月31日
介護事業者の類型と産業事情

（通所/在宅サービス編）
紀伊　信之

（株）日本総合研究所　リサーチ・コンサルティング部門

           高齢社会イノベーショングループ　部長

⑨ 6月 7日
介護事業者の類型と産業事情

（施設/住まい編）
紀伊　信之

（株）日本総合研究所　リサーチ・コンサルティング部門

           高齢社会イノベーショングループ　部長

⑩ 6月14日 入居者からみた介護施設の評価基準 上岡　榮信 （一般社団法人）有料老人ホーム入居支援センター　代表理事

⑪ 6月21日 介護事業の経営理念 森　一成 （社会福祉法人）合掌苑　理事長

⑫ 6月28日 在宅型介護事業の経営理念 香取　幹 （株）やさしい手　社長

⑬ 7月 5日 施設型介護事業の収支構造 中島　邦彦 SOMPOケア(株)　ソリューション事業部長

⑭ 7月12日 介護施設の組織運営と人材マネジメント 井上　由起子 日本社会事業大学　専門職大学院教授

⑮ 7月26日 介護現場での人材マネジメント 小野内　智子 武蔵野大学別科　特任講師

⑯ 8月 2日 ケアプランの作成、ケアマネジャーの実務 増山　緑 SOMPOケア(株)　教育研修部　課長

⑰ 8月 9日 排せつ、入浴、レクリエーションなど現場業務のポイント 増山　緑 SOMPOケア(株)　教育研修部　課長

⑱ 8月30日 介護事業におけるフードサービスの概要 黒川 　知輝 （株）グリーンヘルスケアサービス　社長

⑲ 9月 6日 危機管理を含めた介護施設の運営 小松　淳 セコム医療システム（株）　社長

⑳ 9月13日 高齢者医療の理念と現状 佐々木 　淳 医療法人社団　悠翔会　理事長

㉑ 9月27日 高齢者施設での栄養管理 麻植　有希子 SOMPOケア（株）地域包括ケア推進部企画グループ　リーダー

㉒ 10月 4日 認知症の医学とユマニチュード 本田　美和子 （独立行政法人）国立病院機構   東京医療センター　総合内科医長

㉓ 10月18日 認知症の人のケア実務 永田　久美子 認知症介護研究・研修東京センター　副センター長兼研究部長

㉔ 10月25日 高齢者、認知症の薬学 阿部　 和穂 武蔵野大学薬学部　教授

㉕ 11月 1日 高齢者の法律 樋口　範雄 東京大学　名誉教授、武蔵野大学　特任教授

㉖ 11月 8日 介護事業で足元をすくわれないための法的リスクマネジメント 外岡　潤 介護・福祉系法律事務所　おかげさま　代表弁護士

㉗ 11月15日 法定後見制度の概要 西川　浩之 （公益社団法人）成年後見センター・リーガルサポート　専務理事、 司法書士

㉘ 11月29日 任意後見制度の概要 佐々木　育子 奈良総合法律事務所　弁護士

㉙ 12月 6日 介護施設の建築計画、建築設備 小林　純 （株）竹中工務店　医療福祉・教育本部　市場開発グループ部長

㉚ 12月13日 介護におけるIT/ロボット/センサーの活用 片岡　眞一郎 Future Care Lab in Japan（ＳＯＭＰＯケア）　所長

㉛ 12月20日 福祉用具の活用とリスク管理 東畠　弘子 国際医療福祉大学大学院　教授

㉜
2022年

1月17日
介護関連保険商品の概要（生命保険） 鈴木　孝昌 （一般社団法人）生命保険協会　調査部長

㉝ 1月24日 介護関連保険商品の概要（損害保険） 森　陽祐 SOMPOホールディングス（株）シニアマーケット事業部　課長代理

㉞ 1月31日 介護関連信託/信託商品の概要 八谷　 博喜 三井住友信託銀行　 成年後見・民事信託分野　専門部長

㉟ 2月 7日 特別養護老人ホームの理念と機能 足立　聖子 伸こう福祉会グループ　代表

㊱ 2月14日 地域社会に根差した介護サービスの展開 対馬　徳昭 つしま医療福祉グループ　代表

㊲ 2月21日 サービス付き高齢者向け住宅の理念と機能 下河原　忠道 （株）シルバーウッド　代表取締役

㊳ 2月28日 在宅型医療介護サービスの理念と機能 新田　國夫 医療法人社団　つくし会　理事長

㊴ 3月 7日 終末期ケアと介護サービス 三重野　真 日本ホスピスホールディングス(株)　戦略本部長兼社長室長

㊵ 3月14日 グループホームを含めた施設型介護事業の理念と機能 佐藤　由美子 （株）らいふホールディングス（綜合警備保障グループ）取締役

㊶ 3月28日 日本における介護事業の現状と課題（総括） 笠井　聡 SOMPOケア(株)　代表取締役会長　CEO

講　　　　師項

番
講義日 テ　　ー　　マ

※この講座は、学校教育法 105 条の規定に基づく履修証明プログラムです。

※講義日・テーマ・講師等はやむを得ない事情により変更する場合があります。

カリキュラム
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