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主催 立命館大学
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センター長ごあいさつ

処方などの進展によるメディカル法人の運営や介護施設の併用など経営領域は、 メディカル
からヘルスケアに拡大しています。

立命館大学医療経営研究センター

センター長

肥塚

浩

(立命館大学経営学部 教授)

介護経営管理者講座
修了書の発行について
（対象：受講生個人）
７回目までに５回以上受講し、８回目で発表を行った方へ修了書を授与いたします。
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講座長ごあいさつ
本年は介護保険スタートから15年目です。日本の社会保障と税の一体改革が進められ、
制度維持・財政論などが展開されているなかで、介護サービス事業者にとっては、制度維持を
目指した制度改正による減収や利用者負担増、少子化に伴う介護人材の確保や育成、地域
人口減少に伴う提供サービスの選定やエリアデザインなど、さまざまな課題が山積しています。
そして、団塊の世代がいわゆる後期高齢者となる2025年以降には、要介護者の急増と介護
費用の急増が予想されるだけでなく、介護ニーズに対応するサービスの質そのものが大きく
変わっていくと考えられています。
こうした中で、これまでの介護サービス事業者に求められてきた管理者能力とは潮流が大きく
変化してきているのではないかと考えております。また、様々な課題のなかでの適正サービス
提供量の確保と適正利益による組織継続という相反する使命のため、これまでの研修等では
成しえない学習と現場へのアウトプットが求められているのではないでしょうか。さらに、課題
先進国としての我が国に対する国民の危機感があると考えております。こうした危機感から、
体系的な介護経営管理者研修が必要であると考え、2012年度より本講座は開講に至りました。
本講座においては、経営学の学術研究者から非営利組織のマネジメントの理論と手法を、
またサービス種別を超えて最前線で活躍してきた実務経営者や、政策立案を長年担ってきた
行政の制度設計サイドのメンバーを含めた各方面で活躍している学術、実務、政策の専門家
を擁した、本格的な講座となっていると自負しております。
幸い、この2年間、研修を希望される数多くの方々を迎え、盛況に講座を運営できたことから、
今年度も開催させていただく運びとなりました。是非とも、介護施設経営に携わる管理者および
将来の管理者候補の方々に受講いただき、課題先進国である我が国の課題に共に取り組み、
次世代につなげられる介護サービスとなるように、一緒に学んで参りましょう。
立命館大学医療経営研究センター
介護経営管理者講座長

2014年度

中井

孝之

(立命館大学BKC社系研究機構 客員教授)

介護経営管理者講座（コースプログラム）

科 目 名

会場

開講日

社会保障政策論

５/１０（土）

第２回

介護政策

６/ ７（土）

第３回

経営戦略とマネジメント

７/ ５（土）

ベーシックコース︵ 日間︶

第１回

第４回 コーチング・コミュニケーション

立命館
大阪梅田キャンパス

８/ ２（土）

第５回

マーケティング

第６回

人的資源管理

１０/ ４（土）

第７回

地域連携

１１/ ８（土）

第８回

課題発表会

１２/ ６（土）
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９/ ６（土）

開講時間

受講料（円）

１０：３０
～１７：００

２００，０００
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介護経営管理者講座（全8回コースプログラム）
会場：大阪梅田キャンパス

1

第 回

/ 時間：10：30〜17：00

5月10日（土）

「社会保障政策論」

2

第 回

6月7日（土）

「介護政策」

3

第 回

7月5日（土）

「経営戦略と
マネジメント」

4

第 回

8月2日（土）

「コーチング・
コミュニケーション」
3

（休憩1時間）

/

受講料：全8回

200,000円

（テキスト込み）

担当講師

青柳 親房 （元 社会福祉法人こうほうえん 理事・東京事業本部長）
小山 剛 （社会福祉法人長岡福祉協会 理事、高齢者総合ケアセンターこぶし園 総合施設長）
現在、進められている「社会保障と税の一体改革」を理解するため、長年、
制度設計を担ってきた講師が、日本の社会保障の歴史を把握し、今後の介護経
営の方向性を論じます。そして後半では、従来から実践的な地域展開を行い、
政策の先駆的な事業モデルを構築してきた地域包括ケアの第一線で活躍してい
る講師から現場から見た政策について学びます。

担当講師

中井 孝之 （立命館大学BKC社系研究機構 客員教授）
堀田 聰子 （独立行政法人労働政策研究・研修機構 人材育成部門研究員）
政策立案の最前線を担ってきた講師が、日本の国民皆保険制度導入から老人
保健法そして介護保険までの医療・介護政策に関する系譜と、今後進められる
地域包括ケアシステムの狙いについて論じます。またその課題について参加者
同士の議論により、介護サービスの今後についての方向性や課題を整理します。
そして後半は、介護労働分野で様々な研究をしてきた講師から介護人材政策に
ついて学びます。

担当講師

肥塚 浩 （センター長、立命館大学経営学部 教授）
藤井 賢一郎 （上智大学総合人間科学部 准教授）
介護経営において求められる経営戦略とマネジメントの視点について学びます。
経営戦略の策定と実践のありようを紹介し、介護経営において適用する際の視点
を提示します。また、地域包括ケア体制の構築に向けて、質の高い介護サービス
が永続できるための介護経営の具体的課題について学びます。

担当講師

高橋 慶治 （立命館大学大学院経営管理研究科 客員教授、株式会社アイワークス 代表取締役 ）
平川 博之 （公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長）
組織やチームで効果的に仕事をするには、良い人間関係やコミュニケーショ
ンが必要不可欠です。介護現場で抱える組織・個人の課題を整理し、管理者と
して組織やチームにおける人間関係を改善・向上させるための建設的なコミュ
ニケーション、部下育成の視点からコーチングについて、それらの基本的な考え
とポイントについて実践で活用できるように学びます。

第

5 回 9月6日（土）

「マーケティング」

担当講師

鳥山 正博 （立命館大学大学院経営管理研究科 教授）
次代の介護施設の経営を担う経営管理者として、入居者やそのご家族への対応、
地域で生活する人々を視野に入れた活動等を理解するためのマーケティング手法
を理解します。

「課題発表ディスカッション」
担当講師

中井 孝之 （立命館大学BKC社系研究機構 客員教授）
各研修生がまとめようとしている研修レポートのテーマや課題について、報告と討論を
通じて深めます。

第

6

回

10月4日（土）

「人的資源管理」

第

7 回 11月8日（土）

担当講師

前田 東岐 （立命館大学大学院経営管理研究科 准教授）
三根 浩一郎 （公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長）
介護ニーズの一層の拡大・多様化を踏まえ、介護分野における人材確保・定着
は喫緊の課題となっています。社会・経済環境の変化、諸改革の進行等により、
介護経営に求められる人的資源に関するマネジメント能力を身につけるため、
理論としての人材マネジメントの学習を通じ、組織作りの根幹を理解します。
また、現場における実践的な人事開発・育成戦略について学び、質の高い人材
の安定的な確保・育成・定着を図ることについて学びます。

担当講師

山田 尋志 （社会福祉法人共同事業 地域密着型総合ケアセンター「きたおおじ」代表）
長年、介護サービスの管理を実践された経営者より、ケアサービス、人材、
自治体のありようなどを踏まえ、地域展開を進めるための介護事業マネジメント
手法を学びます。

「地域連携」

「課題発表ディスカッション」
担当講師

中井 孝之 （立命館大学BKC社系研究機構 客員教授）
各研修生がまとめようとしている研修レポートのテーマや課題について、報告と討論を
通じて深めます。

第

8 回 12月6日（土）

「課題発表会」

担当講師

中井 孝之 （立命館大学BKC社系研究機構 客員教授）

当該講座を踏まえ、各自で研究・検討した経営課題について発表し、参加者
と共に議論することで経営課題の解決方法を共有します。講座受講者同士のヨコ
のつながりを深めつつ、互いの今後の活躍にエールを贈り、講座修了証を手に
します。
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講師紹介
◆肥塚

浩（センター長、立命館大学経営学部 教授）

専門分野：経営戦略論。経歴：立命館大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得。研究テーマ：戦略経営・大学経営。
所属学会：日本経営学会、産業学会、日本介護経営学会。業績：『現代の半導体企業』『日清食品のマネジメント̶食文化
創造とグローバル戦略̶』「教育システムの開発とマネジメント̶APUのケース̶」（『立命館高等教育研究』第2号）等。厚生
労働省「介護関連施設における利用者の重度化に対応した看護職の人材確保に関する調査研究事業 (研究代表者)」
(2012年度)。博士（経営学）。

◆中井

孝之（立命館大学BKC社系研究機構 客員教授）

専門分野：介護保険制度、介護経営、介護・福祉人材育成支援、社会福祉制度。研究テーマ：介護経営と介護・福祉人材
マネジメント、介護事業におけるコンプライアンス。厚生労働省において３７年間にわたり社会福祉分野の政策立案等に携わる。
特に介護保険制度のエキスパートとして創設から数次の制度改正に従事。年金、医療と共に社会保障の中で重要度を増す
介護保険制度下における法人・事業者の経営支援に資するシステムの研究に注力している。
所属学会：日本介護経営学会。

◆青柳

親房（元 社会福祉法人こうほうえん 理事･東京事業本部長）

経歴：1976年 東京大学経済学部卒業 厚生省入省、1996年～1998年 厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長、
2002年～2004年 厚生労働省政策統括官付参事官（社会保障担当）、2007年～2009年 厚生労働省九州厚生局長、
2009年 厚生労働省退官。この間、厚生省年金局、保険局において数次の制度改正に携わる。 2010年より拓殖大学大学院
地方政治行政研究科非常勤講師（社会保障政策論）。
著書：社会保障の未来を考える（筒井書房 2009年）。

◆小山

剛（社会福祉法人長岡福祉協会 理事、高齢者総合ケアセンターこぶし園 総合施設長）

経歴：新潟医療福祉大学客員教授、全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会副理事長、全国経営協介護保険事業
経営委員会専門委員、他多くの公職を併任。著書（共著・監修等）：介護保険制度と福祉経営（ミネルヴァ書房）ケアマネジ
メントと経営戦略（中央法規出版）介護経営白書（日本医療企画）他多数。

◆高橋

慶治（立命館大学大学院経営管理研究科 客員教授、株式会社アイワークス 代表取締役）

主な経歴・業績：駒澤大学文学部卒業、同大学院人文科学研究科修士課程修了。人間総合科学大学大学院修士課程
修了。柴田クリニック臨床心理士、株式会社脳力開発研究所研究員、日本オリンピック委員会強化スタッフ（メンタルトレー
ニング＆コーチング）を歴任。企業やスポーツ分野での指導多数。専門領域：ヒューマンスキル、メンタルヘルス。

◆鳥山

正博（立命館大学大学院経営管理研究科 教授）

専門分野：マーケティング戦略、マーケティングリサーチ、エージェントベースシミュレーション 経歴：ノースウェスタン大学
ケロッグ校MBA（1988）、 東京工業大学大学院修了、工学博士（2009） 1983年より2011年まで株式会社野村総合研究所
にて経営コンサルティングに従事。業種は製薬・自動車・小売・メディア・エンタテインメント・通信・金融等と幅広く、マーケ
ティング戦略・組織を中心にコンサルテーションを行う。社団法人日本マーケティング協会 マーケティングサイエンス研究会
のコーディネーター。
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◆平川

博之（公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長）

経歴：1979年金沢医科大学卒。認定精神科専門医、精神保健指定医、医学博士。医療法人社団博朋会・ 光生会理事長。
役職：（公社）東京都医師会理事、（公社） 日本精神神経科診療所協会副会長、（社）東京都老人保健施設協会会長。
主な業績：（国庫補助金事業等）：2009年度 「外国人スタッフ雇用に関する問題点の調査研究班」班長、2009年度 「介護
従事者のキャリアアップシステム導入・活用推進のための調査研究班」班長、2010年度 「介護職の離職後の職場復帰に関す
る調査研究事業班」班長、2011年度 「介護人材養成（実務者研修）のための研修の読替えと実務者研修および認定介護福
祉士（仮称）に至る過程の認証・顕彰に関する試行的事業」班長2012-2012年度 厚生労働省科学研究「新しい精神科地域
医療体制とその評価のあり方に関する研究」分担研究班班長。

◆藤井

賢一郎（上智大学総合人間科学部 准教授）

専門分野：介護・福祉経営、保健医療福祉制度・政策論。経歴：東京大学大学院医学系研究科第１種博士課程修了。博士
（保健学）。株式会社三菱総合研究所 主任研究員を経て現職。厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会専門委員
（調査実施委員会）、厚生労働省今後の介護人材養成の在り方に関する検討会委員、日本本介護経営学会理事、日本老年
社会科学会評議員、日本認知症ケア学会評議員、社会福祉士試験委員等を務める。著書：福祉サービスの組織と経営（中央
法規出版）、介護保険制度とは（東京都社会福祉協議会）他。

◆堀田

聰子（公独立行政法人労働政策研究・研修機構 人材育成部門研究員）

経歴：東京大学社会科学研究所特任准教授、ユトレヒト大学客員教授・オランダ社会文化計画局研究員等を経て現職。
社会保障国民会議、社会保障審議会介護給付費分科会、地域包括ケア研究会等において委員を務める。博士（国際公
共政策）。

◆前田

東岐（立命館大学大学院経営管理研究科 准教授）

専門分野：経営学、組織論。経歴：立命館大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了。博士(経営学)。
研究テーマ：個人の自立性、組織の中の個人、人材マネジメント。所属学会：日本経営学会、経営学史学会、組織学会など。

◆三根

浩一郎（公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長）

経歴：1981年4月より久留米大学精神神経科教室入局、「電撃痙攣閾値に対する抗てんかん薬の作用」にて学位記を取得、
1987年４月より新船小屋病院へ院長として勤務、1989年に老人保健施設、1990年に老人性認知症疾患治療病棟を設立、
2000年4月より日本精神科病院協会の高齢者対策・介護保険委員へ就任、2005年4月より社団法人全国老人保健施設
協会常務理事へ就任、2012年6月より全国老人保健施設協会副会長就任。

◆山田

尋志（社会福祉法人共同事業 地域密着型総合ケアセンター「きたおおじ」代表）

主な業績：1981年社会福祉法人健光園に勤務。「健光園」園長を経て2000年高齢者福祉総合施設「ももやま」を開設、2011年
まで「ももやま」園長を勤め8か所のサテライトを開設。2010年から社会福祉法人共同事業である地域密着型総合ケアセンター
「きたおおじ」開設に尽力、現在同施設並びに７法人で構成する「リガーレ暮しの架け橋」グループ代表。
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2014年度 介護経営管理者講座 受講申込書
申込連絡先

FAX

077-561-3955

MAIL

jinshab4@st.ritsumei.ac.jp

フリガナ
お名前
〒

ご連絡先

‐

□ご自宅
いずれかに
□勤務先）

電話番号

̶

̶

勤務先・所属先
ＦＡＸ番号

E-mailアドレス

※上記内容は、事務連絡、各種ご案内、アン ケート のお願い等に使用さ せていただく こと がございます。

お申し込み要領
1. お申し込みは必要事項をご記入の上、FAXまたはEmailにてお願いいたします。
折り返し、「受講確認書」をお送りいたします。
2. お申込みいただいた受講料は原則としてお返しいたしかねますのでご了承下さい。
3. お申し込み多数の場合は、定員に達し次第締め切らせていただきます。
4. 講座開講有無につきましては開講日の10日前に最終決定いたします。
中止決定の際は受講料のみご返金させていただきます。

大阪梅田キャンパス

〒530-0018
大阪市北区小松原町2-4
大阪富国生命ビル5階
http://www.ritsumei.jp/osaka_office/index_j.html
●アクセス
JR大阪駅御堂筋口より徒歩5分
阪急梅田駅2階中央改札口より徒歩5分
阪神梅田駅東改札口より徒歩3分
地下鉄谷町線東梅田駅 北東改札口より徒歩1分
地下鉄御堂筋線 梅田駅 南改札口より徒歩3分

立命館大学リサーチオフィス(BKC)内
ＴＥＬ：077-561-3412

介護経営管理者講座担当事務局

ＦＡＸ：077-561-3955

E-mail：jinshab4@st.ritsumei.ac.jp

2013.2

