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介護医療院開設に向けた研修会（後期）の開催について（依頼）                                                          
 
 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、本年 8 月 7 日付（介 60）文書にて、「令和元年度 介護医療院開設移行状況把握及び

研修等事業」の一環として、介護医療院開設に向けた研修会が前期・後期に分けて開催され

る旨のご連絡を申し上げたところです。 
今般、介護医療院開設に向けた研修会（後期）が開催されることになり、厚生労働省より

本会宛てに周知協力依頼がまいりましたのでご連絡いたします。 
今回の研修会は、今年度の後期研修会として全国 4 会場（東京、高知、名古屋、広島）で

令和 2 年 1 月末より順次開催される予定となっており、下記の URL より申込みが可能とな

っております。 

 

〈申込み先URL〉 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-tblgq-74bae43c500c0bd7b2f2a196246b0a47 

 
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、郡市区医師会および

会員への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。 
 
 

（添付資料） 

・介護医療院開設に向けた研修会（後期）の開催について（依頼） 

（令元.12.3 事務連絡 厚生労働省老健局老人保健課） 



 

 

事 務 連 絡  

令和元年１２月３日  

 

 公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

介護医療院開設に向けた研修会（後期）の開催について（依頼） 

 

 平素より介護保険行政の推進に御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

 厚生労働省では、令和元年度予算事業「介護医療院開設移行状況把握及び研修等事業」

の一環として、介護医療院の開設を検討している方等を対象とした研修会を実施しており

ます。 

今般、令和２年１月下旬から２月上旬にかけて、介護医療院創設の経緯や理念、施設基

準・移行支援策・具体的な手続き方法、移行検討時に留意点すべき事項等に係る研修会を

別添のとおり開催することといたしましたので、より多くの方にご参加いただけるよう、

貴会会員へ周知いただきますよう、御協力をお願いいたします。 

 

問合せ先 

厚生労働省 老健局 

老人保健課 老人保健施設係 南、長江、古屋 

電 話：03-5253-1111（内）2174 

ＦＡＸ：03-3595-4010 

kiuchi
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令和元年度厚生労働省委託「介護医療院開設移行状況把握及び研修等事業」

介護医療院は平成30年4月に創設された介護保険施設で、慢性期の医療・介護ニーズを併せ持つ要介護者を

対象とし、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備え
た長期療養・生活施設です。

そこで、介護医療院開設・移行の検討の参考としていただけるよう、介護医療院創設の経緯や理念、施設基準・
移行支援策・具体的な手続き方法、開設済み介護医療院の事例紹介、移行検討時に留意すべき事項等のご説
明をするため、以下のとおり研修会を開催することとなりました。
特に介護療養病床を有する医療機関の経営層ならびに事務長様のご参加をお待ちしております。

東京
1月30日 (木)

高知
1月31日 (金)

名古屋
2月7日 (金)

広島
2月19日 (水)

いずれの会場も、12時00分～15時30分（受付開始 11時15分～）

プログラム ※プログラム・登壇者は、やむを得ない事情等により変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

１．介護医療院の創設経緯、理念や求められる役割

２．介護医療院の施設基準、移行支援策等

３．介護医療院への移行に向けた具体的な手続き等

（休憩）

４．開設済み介護医療院の事例紹介

５．介護医療院への移行を検討する事業者が留意すべき事項

厚生労働省老健局老人保健課

厚生労働省老健局老人保健課

自治体職員

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

医療法人永寿会 陵北病院

事務長 村山 正道

定員 ： 各会場 約300名

 原則として、WEBからのお申し込み後に送信される自動受付メール（E-mailまたはファックスで申し込みいただいた場合
には、個別にメール・TELにて事務局よりご連絡）をもって、参加受付とさせていただきます。当日、会場にお越しくだ
さい。

 ただし、申し込み多数の場合には、参加者の調整をさせていただく場合がございます。参加調整をお願いしたい方には、
事務局より個別にご連絡をいたしますので、ご協力のほどお願いいたします。

 お申し込み後のキャンセルをご希望の場合は、下記事務局のE-mailアドレス宛てご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ・お申し込み先

 WEB申し込み⇒三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ HP申込フォーム「介護医療院開設に向けた研修会」
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-tblgq-74bae43c500c0bd7b2f2a196246b0a47

 E-mail・ファックスでのお申し込み⇒裏面の申込用紙にご記入の上、下記までへお送りください。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
経営コンサルティング第1部 介護医療院開設移行等支援事務局
東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー
TEL：03-6733-3454（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日、時間帯｜10:00～17:00）
FAX：03-6733-1019 E-mail：kaigoiryouin2019@murc.jp

【後期】介護医療院開設に向けた研修会開催のご案内

参加無料
今年度中に「移行定着支援加算」の届け出を行うと、
最大期間（1年間）算定できます！！

移行の留意点
を解説！

QRコード

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-tblgq-74bae43c500c0bd7b2f2a196246b0a47


【後期】介護医療院開設に向けた研修会のお申し込み

開催場所

申込用紙▼送信先▼切り取らずにＦＡＸしてください。ＦＡＸ：０３-６７３３-１０１９
※申込書を送信される際に、再度送信先の番号をご確認の上、ＦＡＸを送信してください。(経営コンサルティング第1部 介護医療院開設移行等支援事務局宛)

（ふりがな）

お名前
【必須】

参加者① 参加者③

参加者② 参加者④

医療機関・団体名
【必須】

所属部署

TEL
【必須】

FAX

E-mail
【必須】

@

参加会場【必須】
（ひとつに〇）

1/30（木）東京会場 1/31（金）高知会場 2/7（金）名古屋会場 2/19（水）広島会場

所属機関の種別
（複数選択可）
【必須】

□病院・診療所（医療療養病床あり） □病院・診療所（介護療養病床あり）
□病院・診療所（医療療養病床・介護療養病床は有さない）
□病院・診療所（医療療養病床・介護療養病床の両方あり）
□介護療養型老人保健施設 □介護医療院 □その他の介護保険事業関係者
□自治体 □マスメディア □コンサルティング会社
□その他（具体的に ）

応募のきっかけ
（複数選択可）

□厚生労働省ホームページ □自治体からの案内
□業界団体からの案内 □マスメディアによる報道等
□三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のウェブサイト
□MUFGグループからの案内 □その他のインターネット情報またはメールマガジン
□その他（具体的に ）

東京会場 TKP東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ7（7F）

住所：〒103-0028中央区八重洲1-2-16 TGビル別館

アクセス：東京駅日本橋口より徒歩4分 / 東京メトロ,都営地下鉄
日本橋駅A1出口より徒歩1分
URL：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-nihombashi/

1/30
(木)

高知会場 高知城ホール多目的ホール（4F）

住所：〒780-0850 高知市丸ノ内二丁目1番10号

アクセス：JR高知駅より徒歩17分、車5分 /
とさでん交通電停「高知城前」徒歩約10分
URL：http://www.kochijyohall.jp/wdoc/?q=grp01

1/31
(金)

名古屋会場 TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨPREMIUM名駅西口ﾃﾞﾈﾌﾞ(4F)

住所：〒453-0014 名古屋市中村区則武1-6-3 ベルヴュオ
フィス名古屋

アクセス：JR名古屋駅より徒歩5分 / 近鉄名古屋駅より徒歩5分 / 
名鉄名古屋駅より徒歩5分
URL：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-meieki-nishiguchi/

2/7
(金)

広島会場 TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ広島駅前大橋 ﾎｰﾙ3A（3F）

住所：〒732-0828 広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋
ビルディング

アクセス：JR広島駅中央改札より徒歩5分
URL： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-hiroshima-ekimae-ohashi/

2/19
(水)

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-nihombashi/
http://www.kochijyohall.jp/wdoc/?q=grp01
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-meieki-nishiguchi/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-hiroshima-ekimae-ohashi/


【後期】介護医療院開設に向けた研修会の開催場所

高知会場 １月３１日(金)

会場：高知城ホール 多目的ホール（４階）
住所：〒780-0850 高知市丸ノ内二丁目1番10号

アクセス：JR高知駅より徒歩17分、車5分 / とさでん交通電停「高知城前」徒歩約10分
URL：http://www.kochijyohall.jp/wdoc/?q=grp01

東京会場 １月３０日(木)

会場：TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール７（７階）
住所：〒103-0028 中央区八重洲1-2-16 TGビル別館

アクセス：東京駅日本橋口より徒歩4分 / 東京メトロ,都営地下鉄日本橋駅A1出口より徒歩1分
URL：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-nihombashi/

http://www.kochijyohall.jp/wdoc/?q=grp01
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-nihombashi/


【後期】介護医療院開設に向けた研修会の開催場所

名古屋会場 ２月７日(金)

会場：TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 デネブ（４階）
住所：〒453-0014 名古屋市中村区則武1-6-3 ベルヴュオフィス名古屋

アクセス：JR名古屋駅より徒歩5分 / 近鉄名古屋駅より徒歩5分 / 名鉄名古屋駅より徒歩5分/ 
名古屋市営桜通線名古屋駅より徒歩5分 / 名古屋市営東山線名古屋駅より徒歩5分
URL：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-meieki-nishiguchi/

会場：TKPガーデンシティ広島駅前大橋 ホール３Ａ（３階）
住所：〒732-0828 広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング

アクセス：JR広島駅中央改札より徒歩5分 / 広島電鉄2号線稲荷町（広島県）駅稲荷町より徒
歩3分 / 広島電鉄6号線稲荷町（広島県）駅稲荷町より徒歩3分
URL： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-hiroshima-ekimae-ohashi/

広島会場 ２月１９日(水)

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-meieki-nishiguchi/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-hiroshima-ekimae-ohashi/

