２０１４年 開 催 実 績 表
医 療 ・介 護 戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／９（木）
14023
１／20（月）
14016

１／21（火）
14037

１／22（水）
14006

１／22（水）
14022

１／23（木）
14013

1／25（土）
14028

1／28（火）
14042

１／29（水）
14029

１／29（水）
14033

１／３１（金）
14030
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２０４０年を見据え、今何をすべきか
今後の医療制度改革の方向と戦略的な病院経営
国際医療福祉大学大学院 医療経営管理学科分野 教授 高橋 泰 氏
地域包括ケアと在宅医療
社会福祉法人長岡福祉協会 高齢者総合ケアセンターこぶし園 総合施設長 小山 剛 氏
帝京大学医学部附属病院 泌尿器科 講師（在宅担当医長）
医療法人社団鳳優会 あすかホームケアクリニック 斎藤 恵介 氏
湘南メディケアグループ 代表・医療法人救友会 理事長 山本 五十年 氏
（東海大学 医学部医学科 救命救急・地域医療連携講座 特任准教授）
医療法人アスムス 理事長 太田 秀樹 氏
どこよりも速い！２０１４年度薬価・調剤報酬改定の全容解説
－新薬、長期収載品、後発品、消費増税、薬局経営はズバリこうなる！！
日本調剤株式会社 薬剤本部 取締役 薬剤・薬剤受託担当 深井 克彦 氏
公益社団法人日本薬剤師会 常務理事 森 昌平 氏
株式会社薬新 代表取締役 井高 恭彦 氏
【大阪開催】 講義＋電話による回収の実演
一般職員が出来る病院未収金回収マニュアル
－病院の風評を損なわずに、いかに未収金を減らし回収の極大化を図るか－
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘 氏
都市部の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築
東京都・横浜市の高齢化対策と地域包括ケア・ケアサイクルの実践例
東京都 福祉保健局 高齢社会対策部長 中山 政昭 氏
横浜市 健康福祉局長 岡田 輝彦 氏
日本医科大学 特任教授 長谷川 敏彦 氏
【福岡開催】 医療機関向け
未収金予防と回収の実務
～医療機関特有の問題を踏まえ、職員が明日から実践できる具体的方法～
明倫国際法律事務所 代表弁護士・弁理士 田中 雅敏 氏
「地域包括ケアシステムの構築」「介護保険制度の持続可能性の確保」
介護保険制度の見直しにより介護ビジネス、施設、医療はどうかわる
厚生労働省 老健局老人保健課 介護保険データ分析室長 松岡 輝昌 氏
淑徳大学 総合福祉学部 教授／社会保障審議会 介護保険部会 委員 結城 康博 氏
２０１４年診療報酬改定と「看護必要度」の評価、看護管理者の役割
国立保健医療科学院 統括研究官 筒井 孝子 氏
（中医協「診療報酬調査専門組織・入院医療等の調査・評価分科会」委員）
公益社団法人日本看護協会 常任理事 福井 トシ子 氏
（中央社会保険医療協議会 専門委員）
国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹 氏
（中医協「診療報酬調査専門組織・入院医療等の調査・評価分科会」会長）
２０１４年度診療報酬改定による急性期病院の経営
外来は、７：１看護は、ＤＰＣは今後どのようになっていくのか
東邦大学医学部医療政策・渉外部門 特任教授 小山 信彌 氏
厚生労働省 診療報酬調査専門組織（ＤＰＣ評価分科会）分科会会長
厚生労働省 診療報酬調査専門組織（医療技術評価分科会）分科会長代理
厚生労働省 診療報酬調査専門組織（コスト調査分科会）委員
◆新春特別企画◆
小規模デイサービスの行方－２０１５年以降の勝ち残り戦略－
株式会社高齢者住宅新聞社 取締役 編集長 西岡 一紀 氏
一般社団法人お泊りデイサービス協会 副会長 斉藤 正行 氏
イー・ライフ・グループ株式会社 代表取締役社長 小川 義行 氏
医療・介護・健康分野のＩＣＴ化はどう進められるのか
～医療データ活用の実際と今後に向けて～
厚生労働省 政策統括官付 情報政策担当参事官室 室長補佐
北海道大学大学院 保健科学研究院 客員准教授 中安 一幸 氏
総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室 室長 田邊 光男 氏
帝京大学 医療情報システム研究センター 教授 澤 智博 氏
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開催日
２／１（土）
14025

２／14（金）
14031

２／15（土）
14019

２／18（火）
３／18（火）
14056
２／20（木）
14012

２／21（金）
14004
２／21（金）
14047

２／22（土）
14058

２／27（木）
14040

２／27（木）
14072

２／28（金）
14002

３／１（土）
14044
３／８（土）
14070
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院内、取引関係者一丸となって
消費税増税に負けない！実践ローコストオペレーション
医療法人三和会 東京東病院 事務長代理 兼 医事課長 在原 右
地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院
事務局庶務課 経理調達係 広瀬 和範
医療法人青心会 郡山青藍病院 次長 野中 俊英
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁
看護部長は変革しなければならない
看護部長はソートリーダー（率先躬行／なすべき星回りにある者）である
◆変えてはならないこともある ◆変えなければならないことがある ◆自ら変革しないと部下は離れていく
Ｋ２（看護＆介護）マネジメント 主宰 葛田 一雄
看取りにおけるトラブル回避等
在宅医療と介護施設のリスクマネージメント
医療法人南星会湘南なぎさ診療所 事務長 中村 哲生
東京グリーン法律事務所 弁護士 梶浦 明裕
医療法人社団三育会 新宿ヒロクリニック 理事長 英 裕雄
医事現場から見た平成２６年度診療報酬改定の影響と対策
－今、準備しておくべきことから施設基準届出の実際まで－
医療法人社団青雲会北野台病院 医事課長 鈴木 達也
（全国病院経営管理学会 医事業務委員会 正幹事）
【大阪開催】 対応マニュアルとチェックリストで病院・職員を守れ！
患者クレーム・モンスターペイシェント対策講座
合同会社ＭＡＳパートナーズ 代表パートナー 原 聡彦
Medical Activators 弁護士 外山 弘
チームで対応するための診療報酬改定セミナー
急性期病床を考える必要がある２０１４年診療報酬改定
高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 准教授 木村 憲洋
２００床以下の３実例をもとに同時進行セミナー
建て替え・移転・新築計画の実現～第３弾～
＜計画が進行する中での起こりうるポイント／運用とヒト編＞
医療法人三九会 理事／財務部長 伊藤 順七蔵
株式会社安藤・間 建築事業本部 医療グループ長 黒田 秀夫
株式会社パースジャパン 経営コンサルティング部 部長 佐藤 勝浩
２０２５年を見据えた病院経営
－超高齢社会の医療・介護・住宅施設群の建設事例－
株式会社今瀬ヘルスケアコンサルティング 代表取締役所長 今瀬 俊彦
医療法人八女発心会姫野病院 理事長 姫野 信吉
日揮株式会社 事業推進プロジェクト本部 ライフサイエンスビジネス部 部長代行 石川 忠男
担当課長 佐野 朋久
転換期に差し掛かった介護ビジネス１０年先を占う
みずほ証券株式会社 リサーチグループ エクイティ調査部 ヘルスケアセクター・サービスセクター
シニアアナリスト 渡辺 英克
株式会社学研ココファンホールディングス 代表取締役社長 小早川 仁
株式会社新生銀行 ヘルスケアファイナンス部 部長 藤村 隆
セコム医療システム株式会社 取締役 ケアサービス部長 武石 嘉子
医療法人勝ち残り戦略！地域連携とサービス付き高齢者向け住宅事業展開
新病院建替と新規サ高住参入の事業戦略と運営
株式会社ＩＡＯ竹田設計 認定登録医業経営コンサルタント 倉田 敦夫
医療法人和香会・博愛会 社会福祉法人優和会 理事長 江澤 和彦
評価項目を細分化、独自の分析により解説
２０１４年の診療報酬改定の徹底分析と対策
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高
株式会社医療情報科学研究所 代表取締役 長面川 さより
高機能急性期病院にとっての２０１４年度診療報酬改定の影響と対策
東京医科歯科大学 医学部附属病院 病院長補佐・特任講師 井上 貴裕
離職・メンタルトラブルが激減し、職員が定着する！
やりがいと誇りに満ちた組織創りの実践方程式
患者サービス研究所 代表 三好 章樹
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開催日
３／８（土）
14081

３／12（水）
14051

３／15（土）
14059
３／28（金）
14074
４／９（水）
14086

４／12（土）
14001
４／19（土）
６／７（土）
14003

４／21（月）
14117
４／21（月）
14127

４／22（火）
14098

４／22（火）
14116

４／23（水）
14107

４／23（水）
14118
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２０１４年度診療報酬改定と病院の経営戦略
－２０１８年の大改革を見据えた急性期病院の勝ち残り戦略
－提携１９病院の完全黒字化を達成したセコムのノウハウを開示
国立病院機構岩国医療センター 事務部 企画課 経営企画室 経営企画室長 上田 和生 氏
セコム医療システム株式会社 マネジメント・ソリューション本部 部長 杉浦 鉄平 氏
＜国民皆保険の導入がビジネスを後押しする＞
インドネシアへの医療産業輸出が急加速
－経済産業省によるベトナム、インドネシアとの政府間協力推進
－インドネシア初のクリニックオープンにいたるまで「ここだけの話」
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 課長補佐 福岡 功慶 氏
（株）ローランド・ベルガー シニアプロジェクトマネージャー（ジャカルタ駐在）ジャパンデスク 諏訪 雄栄 氏
医療法人偕行会 PT. KAIKOUKAI INDONESIA（現地法人） 取締役 山本 節子 氏
診療関連死の全例届出と院内調査の実施義務付けへの対処要領
－法的観点を踏まえた医療現場対応の実践要領－
井上法律事務所 弁護士／医療法務弁護士グループ代表 井上 清成 氏
不当要求から病院・職員を守れ！
最新 患者クレーム対応術－対応マニュアルとチェックリスト－
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治 氏
改正介護保険制度により介護ビジネス、施設、医療はどうかわる
－自己負担２割でも選ばれる介護保険サービスとは？－
株式会社高齢者住宅新聞社 取締役 編集長 西岡 一紀 氏
淑徳大学 総合福祉学部 教授／社会保障審議会 介護保険部会 委員 結城 康博 氏
退院支援・外来在宅支援
～地域包括ケア実現に向けて～
在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 代表 宇都宮 宏子 氏
慢性創傷管理の最前線
＜第１講義＞公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程長 溝上 祐子 氏
＜第２講義・大阪会場＞神戸大学大学院 医学研究科 形成外科学 教授 寺師 浩人 氏
＜第２講義・東京会場＞杏林大学 医学部 形成外科 教授 大浦 紀彦 氏
＜第３講義＞東邦大学医療センター佐倉病院 看護師長 皮膚・排泄ケア認定看護師 清藤 友里絵 氏
２０１４年度診療報酬改定のフォローアップとＤＰＣの行方
東邦大学 医学部 医療政策・渉外部門 特任教授 小山 信彌 氏
東京医科歯科大学 医学部附属病院 病院長補佐・特任講師 井上 貴裕 氏
【続編】 医療・健康分野のＩＣＴ化はどう進められるのか
～真に役立つ医療データの二次利用～
厚生労働省 政策統括官付 情報政策担当参事官室 室長補佐
北海道大学大学院 保健科学研究院 客員准教授 中安 一幸 氏
帝京大学 医療情報システム研究センター 教授 澤 智博 氏
診療材料データ管理に役立つＥｘｃｅｌスキル
～コスト削減に効果的なＡＢＣランキング分析から無駄を省く在庫回転率評価まで～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
（Ｅｘｃｅｌ表計算処理技能１級、 ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔプレゼンテーション技能１級、
Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベース技能１級、 Ｗｏｒｄ文書処理技能１級）
経営安全度抜群！入居率９０％以上を維持
月額１０万円の介護住宅成功モデルを大公開
～ニーズが高まる低料金型介護住宅の自社開発モデル～
株式会社船井総合研究所 大阪経営支援本部 経営コンサルタント 山田 信也 氏
株式会社介護事業研究会 代表取締役 島内 紀行 氏
株式会社船井総合研究所 大阪経営支援本部 経営コンサルタント 今村 大樹 氏
介護保険制度の改正前夜 今、なぜ介護ビジネス起業・新設か
－訪問介護事業の優位性と起業ノウハウを大公開－
全国訪問介護協議会 会長
株式会社さくらケア 代表取締役 荒井 信雄 氏
中小調剤薬局事業者のための２０１４年４月の調剤報酬改定を踏まえた事業戦略セミナー
－激動の調剤薬局業界、Ｍ＆Ａの今を知る－
クラフト株式会社 執行役員 購買部 部長 原 靖明 氏
クラフト株式会社 システム室 室長 加藤 孝範 氏
リーガル・アソシエイツ株式会社 代表取締役・司法書士 藤川 健司 氏
株式会社タカラスタッフ 代表取締役 内田 智久 氏

3

開催日
５／20（火）
14164

５／24（土）
14136
５／26（月）
14126
５／30（金）
14121
５／31（土）
14096

６／３（火）
14155

６／６（金）
14165

６／20（金）
14122

６／24（火）
14186

６／25（水）
14141
６／27（金）
14144
６／27（金）
14190

６／29（日）
14134

７／４（金）
14208

７／10（木）
14211
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厚生労働省における医療ＩＣＴ化の最前線
～医療分野の情報化・標準化とレセプト情報等の民間利用に向けて～
厚生労働省 医政局 研究開発振興課 医療技術情報推進室
室長補佐 情報政策担当参事官室 室長補佐（兼任） 須賀 ひとみ
厚生労働省 保険局 総務課 保険システム高度化推進室 室長 佐久間 敦
２００床以下の３実例をもとに同時進行セミナー
建て替え・移転・新築計画の実現～第４弾～＜ファイナル！完結＆総集編＞
株式会社パースジャパン 経営コンサルティング部 部長 佐藤 勝浩
介護保険制度改革のインパクトと介護事業経営の新戦略
全国訪問介護協議会 会長／株式会社さくらケア・株式会社うめケア 代表取締役 荒井 信雄
一般社団法人地域ケア総合研究所 所長 竹重 俊文
意欲のある職員を確保するための人事の仕組みをつくる
－２０１４年版 病院における人事制度構築・導入の具体的方法－
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功
コンピュ－タチェックでどうなる審査
指導、監査で返還金増加、対策のポイント
－バッチリ対応すれば怖くない－
東京保険医協会 事務局 栗林 令子
データヘルス計画、健康経営、コラボヘルス 保健事業の新たな挑戦！
～モデル事業採択事例の具体的取組み等を通じ、これからの保健事業を共に考える～
厚生労働省 保険局 保険課 吉村 和也
内田洋行健康保険組合 事務長 中家 良夫
日立健康保険組合 保健事業推進課長 根岸 正治
株式会社フジクラ 人事・総務部 健康経営推進室 副室長 浅野 健一郎
診療報酬引き下げ、消費税増税のダブルパンチ等
病院経営の難局を乗り切るための医療コストマネジメント
－２００以上の実績から確率されたＬＣＯ手法を大公開－
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁
医療法人青心会郡山青藍病院 経営戦略推進室長 野中 俊英
東京女子医科大学医学部 医療・病院管理学 教授 上塚 芳郎
どうしても組織が活性化し、接遇が向上し続けてしまう理由！
接遇インストラクターでは変えられなかった組織風土が変わる
新・医療接遇スーパーバイザー養成講座
患者サービス研究所 代表 三好 章樹
－豊富なデータと具体的事例を公開－
「承認型」医師人事評価制度構築・導入・運用セミナー
＜医師の本音に基づく最も実践的＆効果的な手法を学ぶ＞
株式会社日本経営 戦略人事コンサルティングマネージャー 兄井 利昌
長年の経験と実績に基いた
病院未収金回収のノウハウと法的対応実務
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治
病院の存続と発展のための経営企画部門のマネジメント
東京医科歯科大学 医学部附属病院 病院長補佐・特任准教授 井上 貴裕
多摩大学 医療・介護ソリューション研究所 フェロー 石井 富美
９．３０までに移行準備は必要ですか？・・・地域包括ケア病棟への取り組み策！？
～すでに始まっている病床機能報告制度と ２０２５年モデルへの傾向と対策～
株式会社パースジャパン 経営コンサルティング部 部長 佐藤 勝浩
株式会社ＹＭＭＯ 代表取締役 松田 欣之
一般社団法人日本慢性期医療協会 会長／医療法人平成博愛会 博愛会記念病院 理事長 武久 洋三
＜地域包括ケア時代の協働マネジメントを成功させる＞
医療・介護連携とチーム医療の基盤を強化するシステムと人の育て方
－厚労省 特別講演「新基金を踏まえた医療機関経営戦略」－
厚生労働省 医政局 指導課 課長補佐 長谷川 学
関西大学 商学部 教授（商学博士） 川上 智子
社会医療法人愛仁会本部 看護担当特任理事 永池 京子
川崎医科大学 教授 附属川崎病院 副院長 猶本 良夫
「事務総合職」育成プログラム
－今回の診療報酬改定と２０２５年を見据えた職員教育－
千葉県循環器病センター 事務局長 氏原 強
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 経営企画部 部長 中島 雄一
医療法人東和会 第一東和会病院 運営推進部長 行本 百合子
社会医療法人愛仁会 愛仁会本部 総務課長 安庭 和孝
＜経済産業省 医療・福祉機器産業室＞
医療分野の新たな研究開発体制と医療機器産業政策
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室長補佐 菅原 廣充
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氏
氏
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氏

氏
氏
氏
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氏
氏
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氏

氏

氏
氏
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氏
氏
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氏
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氏
氏
氏
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開催日
７／11（金）

テ ー マ ・ 講

師

医療・介護総合確保推進法 病床機能報告制度と地域医療ビジョン
14143

７／11（金）
14153

７／15（火）
14182

７／22（火）
1409

７／24（木）
14195

７／26（土）
14214

７／27（日）
14223

８／２（土）
14193
８／24（日）
14080

８／26（火）
14224

８／28（木）
14216

８／30（土）
14330

厚生労働省 大臣官房審議官 神田 裕二 氏
（医療保険、医療・介護連携、医政、歯科口腔保健推進担当）
公益社団法人全日本病院協会 会長 西澤 寬俊 氏
奈良県知事 荒井 正吾 氏
東京大学 政策ビジョン研究センター 特任教授 尾形 裕也 氏
【大阪開催】 講義＋電話による回収の実演
「一般職員が出来る病院未収金回収マニュアル」
－病院の風評を損なわずに、いかに未収金を減らし回収の極大化を図るか－
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘 氏
悪質クレーム・暴力にどう対処する
－法的観点を踏まえた現場対応の具体的方策－
井上法律事務所 弁護士・医療法務弁護士グループ代表 井上 清成 氏
学校法人慈恵大学 法人事務局 総務部 渉外室 顧問 横内 昭光 氏
介護業界経営者・人事責任者向け
人財不足解消！
職員が辞めない施設のつくり方【大阪開催】
～職員の採用と定着の成功実例をご紹介します～
株式会社船井総合研究所 経営コンサルタント 橋本 和樹 氏
株式会社さわやか倶楽部 副部長 八尋 有紀 氏
株式会社船井総合研究所 経営コンサルタント 今村 大樹 氏
＜好評につきリピート開催＞
効果的な医療材料管理に役立つＥｘｃｅｌデータ分析スキル
～材料別ＡＢＣ分析から在庫回転率評価、月別購入推移分析まで～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
（Ｅｘｃｅｌ表計算処理技能１級、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔプレゼンテーション技能１級、
Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベース技能１級、Ｗｏｒｄ文書処理技能１級）
２０２５年に向けて起きることを予測して、今、何をすべきか
急性期病院の病棟再編成のシナリオと診療パフォーマンスの向上による収支改善実例
－セコム１９病院の黒字を達成したノウハウを大公開－
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高 氏
セコム医療システム株式会社 マネジメント・ソリューション本部 部長 杉浦 鉄平 氏
今さらもう誰にも聞けない／２０１６年調剤報酬改定に向け今から準備
これから始める在宅業務 【参入編】
株式会社船井総合研究所 チーフ経営コンサルタント チームリーダー 清水 洋一 氏
株式会社緑西加藤調剤薬局 代表取締役 加藤 維利 氏
株式会社船井総合研究所 経営コンサルタント 萩原 光朗 氏
地域密着の大学附属病院で実践されている
看護部主導によるＰＦＭ導入から退院支援・地域連携
東京慈恵会医科大学附属柏病院 看護部長 柳澤 美津代 氏
口から食べ続けられる高齢社会への変革
－食べたい希望を繋ぐための実践的スキル－
社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 総合診療科 科長 医師 安西 秀聡 氏
（ＮＰＯ法人口から食べる幸せを守る会 副理事長）
医療法人憲仁会 山谷歯科医院 歯科医師 一瀬 浩隆 氏
社会医療法人社団三思会 法人本部 摂食嚥下サポート担当課長 看護師 小山 珠美 氏
（ＮＰＯ法人口から食べる幸せを守る会 理事長）
更なるシェアＵＰを目指し／２０１６年調剤報酬改定に向け今から準備
攻める在宅業務【拡大編】
株式会社船井総合研究所 チーフ経営コンサルタント チームリーダー 清水 洋一 氏
株式会社エルマノ 代表取締役専務 野間 智彦 氏
株式会社エルマノ 在宅推進リーダー 橋本 亜矢 氏
株式会社船井総合研究所 経営コンサルタント 萩原 光朗 氏
【大阪開催】 対応マニュアルとチェックリストで病院・職員を守れ！
患者クレーム・モンスターペイシェント対策講座
合同会社ＭＡＳパートナーズ 代表パートナー 原 聡彦 氏
Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｃｔｉｖａｔｏｒｓ 弁護士 外山 弘 氏
地域包括ケア転換への収益シミュレーション
－病棟転換事例とこれから始まる病床機能報告制度への備え－
高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 准教授 木村 憲洋 氏
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開催日
９／３（水）
14329

テ ー マ ・ 講

師

データヘルス計画・コラボヘルス・健康経営の推進
～それぞれの立場で「今」できること～
厚生労働省 保険局 保険課 主査
全国健康保険協会 保健グループ長
株式会社ミナケア 代表取締役・医師
東京大学 特任助教 政策ビジョン研究センター・医学博士

９／12（金）
14332
９／12（金）
14264

９／19（金）
14235

９／24（水）
14258

９／25（木）
14276

９／26（金）
14252
９／27（土）
14245

10／６（月）
10／27（月）
14277
10／17（金）
14281

10／17（金）
14248

10／18（土）
14309

10／20（月）
14303

岩井
六路
山本
古井

恒太
惠子
雄士
祐司

氏
氏
氏
氏

今日からできる！現場主導で、みずから進化する組織を創る方程式
医療安全・クレーム対策・接遇向上・・・、職員が自律的に考え、動き、総力を発揮する病院の創り方
患者サービス研究所 代表 三好 章樹 氏
健幸長寿社会を創造する新しい都市モデル
「スマートウエルネスシティ」実現へのステップと取手市・三島市の先進的取組み事例
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授 久野 譜也 氏
茨城県 取手市長 藤井 信吾 氏
静岡県 三島市長 豊岡 武士 氏
ウェアラブルヘルスケア
－デジタルヘルスビジネスの展望と成功戦略－
医療アナリスト 浅野 信久 氏
株式会社ＨＳＴ 代表取締役 大野 浩平 氏
２０１５年介護報酬改定を控え
介護事業Ｍ＆Ａの最前線‐具体的手法から今後の経営戦略まで‐
株式会社高齢者住宅新聞社 取締役 編集長 西岡 一紀 氏
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 医療・介護支援室長 谷口 慎太郎 氏
株式会社木下の介護 取締役常務 福元 均 氏
ジェイコムホールディングス株式会社 代表取締役社長 岡本 泰彦 氏
【旧来型「アクティブ・シニア」論は陳腐化】
最新シニア・ビジネスの収益化戦略
～事業計画、営業計画、拡販施策等に即使える実践的ノウハウ～
ＮＢＩ（中村事業企画） 代表取締役 中村 和己 氏
不当要求から病院・職員を守れ！
最新 患者クレーム対応術－対応マニュアルとチェックリスト－
棚瀬法律事務所 代表・弁護士 棚瀬 慎治 氏
転換期を迎えた精神科医療政策に精神科病院はどのような対応が求められるのか
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会精神保健研究部 部長 伊藤 弘人 氏
公益社団法人いちょうの樹 専務理事・法人統括本部長兼経営戦略室長 西元 晃 氏
日揮株式会社 第三事業本部 副本部長 木村 亨 氏
２０２５年問題による病院経営環境激変の中での病院更新築の方向と、建設コスト削減手法
医療の信頼性科学研究室 主宰／国際医療福祉大学大学院 客員教授 瀬上 清貴 氏
（元 東海北陸厚生局長、独立行政法人福祉医療機構 筆頭理事）
株式会社プラスＰＭ 東京ＣＭ部 取締役 チーフマネジャー チーフコンサルタント 本部 正大 氏
ドコモ／ＮＴＴ東日本
ＩＣＴ×医療・ヘルスケアビジネスの最先端
（株）ＮＴＴドコモ 法人ビジネス戦略部長 兼 メディカルＩＣＴ推進室長 松木 彰 氏
東日本電信電話（株） ビジネス＆オフィス営業推進本部 ビジネス営業部 担当部長
兼 医療・ヘルスケア事業推進室 室長 中田 有人 氏
－「いい人材を採用できない・・・」と嘆く前に！－
“強い事務部”“頼られる事務部”を目指す最強の人材育成、経営改善メソッド
医療法人三和会 東京東病院 事務長代理 在原 右 氏
医事課 西山 大貴 氏
特定医療法人仁生会 細木病院 事務部長 宮地 耕一郎 氏
医療法人青心会郡山青藍病院 常務理事 野中 俊英 氏
有限会社ドゥーダ 取締役 清水 仁 氏
ＩＣＴが生み出す医療と介護の融合
～地域包括ケアシステムにおけるＩＣＴの役割～
厚生労働省 老健局 老人保健課 課長補佐 鶴田 真也 氏
（株）野村総合研究所 コンサルティング事業本部 社会システムコンサルティング部
主任データサイエンティスト 工藤 憲一 氏
アップルのヘルスケア戦略
～日本のヘルスケア産業がとるべき方策～
（株）クリエイシオン 代表取締役
クーロン（株） 取締役 高木 利弘 氏
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開催日
10／23（木）
14260

10／25（土）
11／15（土）
14226

10／25（土）
11／15（土）
14295
10／30（木）
14311
10／31（金）
14293

11／8（土）
14269

11／14（金）
14302

11／18（水）
14318

11／21（金）
14321

11／25（火）
14328

11／26（水）
14305

11／27（木）
14306
11／28（金）
14326

テ ー マ ・ 講

師

＜３時間半で詳しく解説＞
医療材料管理に役立つＥｘｃｅｌデータ分析スキル【拡大版】
～ＡＢＣ分析、在庫回転率評価、購入推移分析の考え方と手法～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
（Ｅｘｃｅｌ表計算処理技能１級、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔプレゼンテーション技能１級、
Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベース技能１級、Ｗｏｒｄ文書処理技能１級）
排泄管理の最前線
公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程長 溝上 祐子 氏
公益社団法人日本看護協会 看護研修学校
認定看護師教育課程 皮膚・排泄ケア学科 専任教員 津畑 亜紀子 氏
順天堂大学医学部附属練馬病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師 主任 貴田 寛子 氏
在宅医療、２０１４年改定でどう変わった
－正しく理解し、請求漏れをなくそう－
東京保険医協会 事務局 栗林 令子 氏
【毎回大好評のセミナー最新版 開催決定！】
医療ビジネススペシャリスト養成講座
（株）日本経営 課長代理 コンサルタント 濱中 洋平 氏
在宅医療にかかわる病院、診療所、訪問看護はこう変わる
－地域包括ケアシステムの構築と今後の地域医療の戦略を考える－
国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹 氏
医療法人南星会湘南なぎさ診療所 事務長 中村 哲生 氏
インキュベクス株式会社 代表取締役 上村 隆幸 氏
「じっくり考えてシゴトする時間なんて・・」という忙しいナースの方へ
１回３分！「紙１枚」で「問題解決」術
～ゴチャゴチャした状態を「整理し、考えをまとめ、結果をだす」シンプルな方法～
セコム医療システム株式会社 マネジメント・ソリューション本部 部長 杉浦 鉄平 氏
「１枚」ワークス主宰 浅田 すぐる 氏
安定した病院経営を目指して
全ての医療機関に共通する「ベットコントロール術」
大阪警察病院 企画調整課長／入院センター長 小前 貴志 氏
足利赤十字病院 事務部長 鷲見 圭司 氏
医療ＩＣＴ化と遺伝子解析
～産・官・学の取組みと関連ビジネス最前線～
内閣官房 健康・医療戦略室 企画官 吉田 淳 氏
東京医科歯科大学 ゲノム応用医学研究部門 教授 村松 正明 氏
（株）理研ジェネシス 代表取締役社長 塚原 祐輔 氏
病床機能報告制度から地域医療構想（ビジョン）へ
東京大学 政策ビジョン研究センター 特任教授 尾形 裕也 氏
（厚生労働省「地域医療構想策定 ガイドライン等に関する検討会」座長代理）
株式会社パースジャパン 経営コンサルティング部 部長 佐藤 勝浩 氏
新潟県 福祉保健部 副部長 山崎 理 氏
中小規模病院の人事制度から学ぶ！
－役職者、各階層の求められる役割の明確化と戦略実現の方法！
－規模問わず活用できる中小規模病院の人事制度ベストプラクティス
株式会社日本経営 戦略人事コンサルティングマネージャー 兄井 利昌 氏
安心安全な医療の構築に向けた新技術の活用
－Ａｉ（オートプシー・イメージング）の診療事故調査の有用性－
医療アナリスト・医学博士 浅野 信久 氏
一般財団法人Ａｉ情報センター 代表理事 山本 正二 氏
株式会社ユヤマ 商品企画課 課長 家田 啓史 氏
薬局は激変する在宅業務にどのように対応しドラッグストアはどのように生き残るのか
株式会社ＣＦＳコーポレーション 事業推進部本部 顧問 吉田 英二 氏
ウエルシア介護サービス株式会社 医療連携室 室長 中村 淳一 氏
オーダーメイド医療の最前線
～プロジェクトの状況・東京女子医大病院の導入事例・法的課題・ビジネスの今後～
独立行政法人理化学研究所 統合生命医科学研究センター 副センター長 久保 充明 氏
東京女子医科大学 医学部 医学科（東京女子医科大学病院） 輸血・細胞プロセシング科 教授 菅野 仁 氏
東京大学 医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 公共政策研究分野 教授 武藤 香織 氏
日経ＢＰ社 日経バイオＯＮＬＩＮＥ Ｗｅｂｍａｓｔｅｒ特命編集委員 宮田 満 氏
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開催日
11／30（日）
14298

12／１（月）
14362

12／2（火）
14354

12／５（金）
14271
12／６（土）
14272
12／８（月）
14339
12／10（水）
14340

12／13（土）
14139
12／13（土）
14364

12／15（月）
14363
12／15（月）
14346

12／18（木）
14370

12／18（木）
14375

テ ー マ ・ 講

師

病棟再編成の検証とこれからの対応
～２０２５年までエンドレスの戦略が必要～
株式会社ＭＭオフィス 代表取締役 工藤 高
地域包括ケア病棟協会 会長／医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 理事長 仲井 培雄
在宅患者１９００名 国内屈指の在宅クリニックのノウハウ
地域包括ケアシステムの作り方と医療機関・介護事業者の今後取るべき戦略
株式会社メディヴァ 代表取締役社長 大石 佳能子
株式会社メディヴァ コンサルタント
医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 在宅医療部 事務長 村上 典由
～団塊の世代が後期高齢者になる２０２５年以降も生き残りたいのなら～
調剤薬局は高齢者マーケットを取込め！
株式会社船井総合研究所 チーフ経営コンサルタント チームリーダー 清水 洋一
株式会社大幸ドラッグ 代表取締役 大塚 秀昌
株式会社船井総合研究所 経営コンサルタント 萩原 光朗
病院・介護施設における人事評価制度構築とその運用
－人事評価制度の導入と組織機能の改善で人を育て組織を活性化させる－
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功
病院・介護施設における賃金制度構築とその運用
－処遇の透明性を高め、職員に希望と活力を与える－
Ｔｏ Ｄｏ ビズ 代表 篠塚 功
今いる現場のスタッフが、毎日みずから気づき工夫し実践する病院になる方程式
事故やクレームが起きる前に、職員一人ひとりの力でどんどん現場が進化する！
患者サービス研究所 代表 三好 章樹
「シニアをめぐるビジネスの実際と法律問題」著者が語る
拡大・多様化するシニアビジネスをめぐる法的トラブルの回避と具体的実務対応
－「シニアビジネス法務」確立が急務－
真和総合法律事務所 パートナー弁護士 高橋 大祐
看護師のためのファシリテーション入門
～明日からのカンファレンス・ミーティング・委員会に活かせるスキルとノウハウ～
株式会社サフィール 代表取締役／看護管理総合教育研究センター 代表 河野 秀一
平成２７年度介護報酬改定動向と地域包括ケアシステム実現のために何をすべきか？
－新たな介護保険制度のもとで何が起こるのか、その対策は－
一般社団法人Ｃ．Ｃ．Ｎｅｔ チーフアドバイザー 馬場 博
淑徳大学 総合福祉学部 教授／社会保障審議会 介護保険部会 委員 結城 康博
地域包括ケアシステムに向けての介護サービス事業者のあるべき姿
－介護保険制度見直しと今後の経営戦略－
桜美林大学大学院 老年学研究科 教授 社会学博士 白澤 政和
ドコモ・シスコ・ＧＥのヘルスケア戦略
ドコモ・ヘルスケア（株） 経営戦略部長 梅澤 良夫
シスコシステムズ合同会社 公共システムエンジニアリング
公共・医療担当シニアソリューションズアーキテクト 兼
公共・医療担当 ビジネスディベロップメントマネージャー 岩丸 宏明
ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 執行役員 技術本部長 星野 和哉
病院の医療材料マネジメント
上尾中央医科グループ 有限会社トータル・メディカル 購買管理支援室 リーダー 清水 学
日本医療共同購買会 事務局長 木内 雅人
株式会社エム・オー・エム・テクノロジー 技術開発統括 統括部長 高木 浩輔
メディアスソリューション株式会社 常務取締役 ソリューション統括本部長 古木 壽幸
コラボヘルス・健康投資（健康経営）のすすめ方
～データヘルス計画の実践編～
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 係長 江原 章太
厚生労働省 保険局 保険課 主査 岩井 恒太
株式会社ローソン 社長補佐 ＨＲ・ヘルスケア担当 鈴木 清晃
デパート健康保険組合 統括保健師 冨山 紀代美
ファーストリテイリング（ＦＲ）健康保険組合 事務長 奥村 芳弘
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開催日
12／19（金）
14365

12／20（土）
14373

テ ー マ ・ 講

師

モバイルヘルスケアの最新動向
～ドコモの動向／サムスンの挑戦
～ウェアラブル・スマホアプリ・プラットフォーム・ＩＣＴと医療の融合
（株）三菱総合研究所 情報通信政策研究本部 情報通信戦略グループ 主任研究員 福田 次郎
（株）ＮＴＴドコモ ライフサポートビジネス推進部 ヘルスケア事業推進担当部長 安部 成司
ＩＴジャーナリスト／（株）ＫＤＤＩ総研 特別研究員 趙 章恩
（株）プラクテックス 代表取締役 ファウンダー／青山学院大学大学院 非常勤講師
（元慶應義塾大学大学院 特別研究准教授） 北川 和裕
（株）プラクテックス 取締役 小原 由記子
地域包括ケア転換への理想像と課題
－病棟転換事例とこれから始まる病床機能報告制度への備え－
高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 准教授 木村 憲洋

株 式 会社 新 社 会 シ ス テ ム 総 合 研 究 所
ＴＥＬ (03)5532-8850
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