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News Release 2017 年 5 月 16 日 

高高難難易易度度のの試試験験突突破破ををササポポーートト！！	 	 

22001177 年年度度ケケアアママネネジジャャーー試試験験  

受受験験対対策策「「ビビデデオオ」」講講座座をを全全国国でで開開催催  

	 

ヘヘルルススケケアア分分野野のの総総合合情情報報出出版版社社、、株株式式会会社社日日本本医医療療企企画画（（代代表表取取締締役役・・林林	 	 

諄諄））はは、、本本年年 1100 月月 88 日日（（日日））にに実実施施さされれるる平平成成 2299 年年度度（（第第 2200 回回））ケケアアママネネジジ

ャャーー（（介介護護支支援援専専門門員員））実実務務研研修修受受講講試試験験にに向向けけ、、受受験験対対策策「「ビビデデオオ」」講講座座をを 55

月月 2222 日日かからら福福岡岡をを皮皮切切りりにに全全国国でで開開催催ししまますす。。	 	 

	 	 

同同試試験験にに関関ししててはは、、来来年年度度かからら介介護護福福祉祉士士やや看看護護師師ななどど国国家家資資格格ののみみがが対対象象

ととななりり、、ヘヘルルパパーー22 級級ななどど介介護護のの実実務務経経験験（（55 年年以以上上））ででのの受受験験がが、、今今年年でで最最後後

ととななりりまますす。。ままたた、、合合格格率率はは前前回回 1133..11％％とと難難易易度度のの高高いい試試験験ととななっってておおりりまますす。。	 	 

	 	 

講講座座はは、、弊弊社社発発行行のの『『22001177 年年版版ケケアアママネネジジャャーー試試験験対対策策頻頻出出 8800 ポポイインントト重重点点

解解説説集集』』ををテテキキスストトにに用用いい、、同同テテキキスストト監監修修のの野野島島正正典典先先生生（（高高齢齢社社会会権権利利擁擁

護護研研究究所所所所長長））にに出出題題傾傾向向とと頻頻出出問問題題のの徹徹底底解解説説ををししてていいたただだいいたた講講座座ののビビデデ

オオをを上上映映ししまますす。。受受験験勉勉強強をを始始めめるるににああたたりり、、学学習習ののココツツををつつかかむむここととががでできき

るる内内容容ととななっってておおりりまますす。。	 	 

	 	 

ななおお、、ケケアアママネネジジャャーー受受験験者者 55 名名以以上上でで、、事事業業所所単単位位ででのの““出出前前講講座座””もも開開

講講ででききまますす。。ごご希希望望のの事事業業所所様様ははぜぜひひ、、おお問問合合せせくくだだささいい。。	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

お問い合わせ 
株株式式会会社社日日本本医医療療企企画画  
〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町 4-14 神田平成ビル 
Tel：03-3256-2863／Fax：03-3256-2809 （担当：教育出版事業本部 清井、吉見）  

170516-221 

	 	 	 	 



 

2 
 

【【日日時時・・会会場場】】	 	 ※※他他地地区区ににおおいいててもも順順次次開開催催予予定定でですす。。	 	 

開催地域   ⽇日時   会場  

北北海道   札幌市   5/29(⽉月)   14:00~∼   ⽇日本医療療企画   北北海道⽀支社セミナールーム（北北海道札幌市中央区）  

5/31(⽔水)   18:30~∼  

6/2(⾦金金)   9:30~∼  

6/5(⽉月)   14:00~∼  

6/7(⽔水)   18:30~∼  

6/9(⾦金金)   9:30~∼  

6/12(⽉月)   14:00~∼  

6/14(⽔水)   18:30~∼  

6/16(⾦金金)   9:30~∼  

福岡   福岡市   5/22(⽉月)   13:30~∼   ⽇日本医療療企画   九州⽀支社セミナールーム（福岡市博多区博多駅南）  

久留留⽶米市   5/22(⽉月)   18:00~∼   久留留⽶米地域職業訓練センター   ⼩小会議室 B（久留留⽶米市東合川）  

北北九州市   5/31(⽔水)   13:30~∼   ウェルネスジョブカレッジ研修室（北北九州市⼋八幡⻄西区）  

佐賀   唐津市   5/23(⽕火)   13:30~∼   唐津市⾼高齢者ふれあい会館「りふれ」研修室 2（唐津市⼆二⼣夕⼦子）  

武雄市   5/25(⽊木)   18:30~∼   武雄市⽂文化会館   ⻘青少年年棟「講習室」（武雄市武雄町武雄）  

⻑⾧長崎   佐世保市   5/25(⽊木)   13:30~∼   (株)まつしん   研修室（佐世保市⾼高砂町）  

諫早市   6/1(⽊木)   13:30~∼   ⼩小栗栗ふれあい広場   研修室 2（諫早市⼩小川町）  
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熊本   ⼭山⿅鹿鹿市   5/30(⽕火)   13:30~∼   介護⽼老老⼈人保健施設「太陽」（⼭山⿅鹿鹿市⿅鹿鹿本町）  

熊本市   5/30(⽕火)   18:00~∼   みゆきの⾥里里「ウェルネススクエアー和楽」研修室 4（熊本市南区御幸

笛⽥田町）  

⼭山⼝口   下松市   6/7(⽔水)   13:30~∼   (社福)くだまつ平成会ほしのさと研修室（下松市⽣生野屋南）  

	 	 

	 	 

【受受講講料料】	 	 

	 	 	 

	 	 

【【講講座座のの内内容容】】	 	 

テテキキスストト監監修修のの野野島島正正典典先先生生((高高齢齢社社会会権権利利擁擁護護研研究究所所所所長長))にによよるる講講座座ビビデデオオをを上上映映

ししまますす！！	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 オオリリエエンンテテーーシショョンン（（1155 分分））・・動動画画にによよるるビビデデオオ講講義義（（約約 9900 分分））	 	 

	 	 	 	 	 	 ①①：：ケケアアママネネジジャャーー本本試試験験全全体体像像、、合合格格基基準準のの解解説説	 	 

	 	 	 	 	 	 ②②：：出出題題側側がが求求めめるるケケアアママネネジジャャーー像像かからら読読みみ解解くく問問題題傾傾向向	 	 

	 	 	 	 	 	 ③③：：頻頻出出問問題題・・重重要要ポポイインントトのの解解説説	 	 

※※講講義義③③でではは、、試試験験頻頻出出内内容容とと関関連連過過去去問問題題をを野野島島先先生生がが動動画画でで解解説説。。学学習習ののココツツををつつ

かかむむここととががででききまますす。。	 	 

	 	 

【【おお申申しし込込みみ方方法法】】	 	 

以以下下ののいいずずれれかかのの方方法法ででごご用用命命くくだだささいい。。	 	 	 	 

	 	 

①①   WWeebb ササイイトトかかららののおお申申しし込込みみ	 	 	 	 

弊弊社社ホホーームムペペーージジ（（hhttttpp::////wwwwww..jjmmpp..ccoo..jjpp））のの「「セセミミナナーー案案内内」」かかららおお申申しし込込みみくくだだささ

いい。。	 	 	 	 

②②   	 	 FFAAXX ででののおお申申しし込込みみ	 	 

下下記記ままででおお電電話話ににててごご連連絡絡くくだだささいい。。注注文文用用紙紙ををおお送送りりししまますす。。（（受受付付時時間間	 	 平平日日 99::0000

～～1177::3300））	 	 

	 	 

44,,000000 円円	 	 

「「22001177 年年版版ケケアアママネネジジャャーー試試験験対対策策頻頻出出 8800 ポポイインントト重重点点解解説説集集」」	 	 

（（価価格格 33,,778800 円円））付付	 	 
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（北海道会場の講座に関するお問い合わせ） 
株株式式会会社社日日本本医医療療企企画画  北北海海道道支支社社  
〒812-0016 北海道札幌市中央区南 1 条西 6-15-1 札幌あおばビル 201 
Tel：011－223－5125／Fax：011－223－5126 （担当：柴田） 
 
（福岡、佐賀、長崎、熊本、山口会場の講座に関するお問い合わせ） 
株株式式会会社社日日本本医医療療企企画画  九九州州支支社社  
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第 3 博多偕成ビル 503 
Tel：092－418－2828／Fax：092－418－2821 （担当：藤原）	 	 
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参考：株式会社日本医療企画について	 

	 

■会社概要	 

	 設立	 	 1980（昭和 55）年 4 月 26 日	 

	 資本金	 3,000 万円	 

	 代表者	 代表取締役	 林	 諄	 

	 本社	 	 東京都千代田区神田岩本町 4-14	 神田平成ビル	 

	 	 TEL：03-3256-2861(代)	 FAX：03-3256-2865	 

	 	 http://www.jmp.co.jp	 

	 従業員数	 100 人（グループ社員総数）	 

	 

■事業内容	 

・医療全般に関する情報収集・雑誌・単行本制作販売	 

・介護・福祉分野に関する情報収集・雑誌・単行本制作販売	 

・栄養・食事分野に関する情報収集・雑誌・単行本制作販売	 

・医療・介護関連ビジネスに関する情報誌等の編集制作	 

・各種調査・研究および情報交換会、各種セミナー開催	 

・医療・健康・介護関連商品の販売	 

・医療・介護関連コンサルタント業務	 

・その他前記に付帯する一切の業務	 

	 

■支社	 

【北海道支社】北海道札幌市中央区南	 1	 条西	 6-15-1	 札幌あおばビル	 201	 

TEL：011-223-5125	 FAX：011-223-5126	 

	 

	 【関東支社】	 東京都千代田区神田岩本町 4-14	 神田平成ビル 2 階	 

	 	 TEL：03-3256-2885	 FAX：03-3256-2865	 

	 

	 【中部支社】	 愛知県名古屋市中区栄 2-12-12	 アーク栄白川パークビル 3 階	 

	 	 TEL：052-209-5451	 FAX：052-209-5452	 

	 

	 【関西支社】	 大阪府大阪市中央区平野町 1-7-3	 吉田ビル 4 階	 

	 	 TEL：06-7660-1761	 FAX：06-7660-1763	 

	 

	 【北信越支社】石川県金沢市西念 4-18-40	 N・Y ビル 305 号	 

	 	 TEL：076-231-7791	 FAX：076-231-7795	 

	 

	 【九州支社】	 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6	 第三博多偕成ビル 5 階	 

	 	 TEL：092-418-2828	 FAX：092-418-2821	 

	 

	 【NEW	 YORK 支局】	 5830	 TYNDALL	 AVE.,	 RIVERDALE,NEW	 YORK	 10471,U.S.A.	 

	 	 	 TEL：718-884-1071	 

	 

	 

	 	 


